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（公財）石川県産業創出支援機構  Ishikawa Sunrise Industries Creation Organization

今年で8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」。114人の応募
者から選ばれた10人の起業家
が事業計画を競った。
【表紙撮影／黒川博司】
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　見事、最優秀起業家賞を獲得した金岡久夫
さんが提案したのは、世界最小のマイクロタ
グを活用した事業である。
　「OCA」と名付けられたこのマイクロタグは
縦0.46ミリ、横0.48ミリ、厚さ0.15ミリとい
う小ささで、情報を記録するICチップと無線
通信用のアンテナを世界で初めて一体化するこ
とに成功した。ICチップには512ビットの容
量がある。商品などに埋め込んだり、貼り付け
たりすれば、履歴管理や真

し ん が ん

贋判定、盗難防止と
いった幅広い用途に活用できる。
　例えば、OCA をいち早く採用したオース
トラリアの会社では、車両情報を書き込んだ
OCA を塗料に混ぜて車体に吹き付け、車の
盗難防止に役立てている。この会社では従来、
盗難防止用にマイクロフィルムを貼り付けて
いたが、これでは情報を確認する際、塗料を

はがし、顕微鏡を使う必要があった。OCA
ならば、アンテナをかざすだけで瞬時に情報
を読み込める。
　また、OCA 入りのピアスを実験用マウス
に付ければ、研究履歴の管理や個体の識別が
容易になる。また、試験管に取り付ければ、
一本一本に入っている試薬の情報を管理する
ことが可能になる。現在は 100 本の試験管の
データを一度に読み込むためのアンテナを石
川県工業試験場と共同で開発中だ。
　用途として有望なのが物流会社における荷
物の管理だ。従来、荷物の管理に使われてい
るバーコードは、表示位置が限定されていた
が、OCA はどこに貼ってあっても読み込み
が可能で、より便利になる。金岡さんは「世
界市場に向けてチャレンジ精神を忘れること
なく、努力したい」と意欲を燃やしている。

ISICOは11月19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、最
優秀起業家賞1人、優秀起業家賞5人を決定した。このコンテストは将来有望な起業家の発掘を目的とした事業で、8
回目を迎える今回は、スタートアップ資金補助金の総額を1,000万円に倍増し、支援対象も6人に増やした。当日は
過去最多となる県内外の114人の応募者の中から1次・2次審査を突破した10人が、練り上げた事業計画を発表。（株）
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、金融機関の融資担当者らが審査し、
ISICO理事長の谷本正憲知事が受賞者に表彰状を手渡した。ここでは、受賞者の提案内容を紹介する。

10人の起業家が独自のアイデア競う
革新的ベンチャービジネスプランコンテストいしかわ

世界最小のマイクロタグを事業化
金岡 久夫　（株）フェニックスソリューション

月産 500 万個からスタートし、
初年度は 7,200 万円の営業利
益を見込む金岡久夫さん

★最優秀
起業家賞

巻頭特集
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　南手英克さんは、企業が抱える課題を高校生の力を借り
て解決するビジネスプランを披露した。仕組みは次の通りだ。
まずは企業や自治体が課題を提示し、これを解決するため
の企画を募るコンテストを開催。高校生は自由な発想で考え
出したアイデアをネットで投稿する。優れたアイデアには企業
が企画料を支払うほか、実際に事業化する場合は南手さん
が仲介して知的財産権の調整を図る。
　企業にとっては、若い感性を生かしたアイデアを得られる
ほか、コンテストそのものが宣伝になる。高校生にとっても、
リアルなビジネス体験が得られ、進路選びにも役立つ。有
能な人材を確保したい企業と、自分に合った会社を探した
い高校生にとって、マッチングの場に
もなる。今春から金沢商業高校で試
行が始まっており、既に6 件を受注。
南手さんは「若者の可能性を広げ、企
業も発展するビジネスモデル」と手応
えを感じている。

高校生のアイデアをビジネスに

南手 英克　パトリ合同会社

「企業は高校生と組まない手はない。高校生にチャ
ンスを」と力強く訴えた南手英克さん

　竹田太志さんが手がけているのは、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を車に積み、ものづく
りに活用したい人のもとへと出向く「出張 FAB」である。
コンテストでは、この出張 FABと石川の伝統工芸とのコラ
ボレーションについて提案した。
　伝統工芸品の製造にデジタル工作機を活用するメリッ
トのひとつは、これまでにない形状やデザインの提案が
可能になることだ。また、デザインや製造のスピードアッ
プ、コストダウンにもつながる。3DCG など新しい技術
が求められるので、業界内に若手を呼び込むことにもつ
ながる。
　竹田さんは、まずは漆器での活用
を想定し、石川県内の漆器業界へ
の売り込みに注力する。将来的には

「FABLAB（ファブラボ）」と呼ば
れるデジタル工作機を常設した店舗
の開設も視野に入れている。

出張F
フ ァ ブ

ABで伝統工芸にイノベーションを

竹田 太志　（株）C8LINK（クリパリンク）

「デジタル工作機を活用し、伝統工芸産業を盛り上
げていきたい」と話す竹田太志さん

　精神障がいのある方に、対人スキルやビジネスマナー、
パソコンなどの訓練を実施し、就職を支援する奥山純一さ
ん。平成 24 年7月の会社設立以降、2 年間で 23人が就
職するなど、高い実績を誇っている。そんな奥山さんが提案
したのは、精神障がいのある方が、幸せに長期就労できる
ようにするための新たな訓練コースの開設だ。
　きっかけは精神障がいのある人が、せっかく就職しても、
長続きせず辞めてしまう場合があったことである。原因は仕
事内容のミスマッチや体力不足、社内の人間関係などさまざ
まだが、奥山さんは「自分はどんな仕事に興味があるのか」「ど
んな時に体調を崩すのか」など、もっと自己理解を深められ
れば、長く働き続けられると分析。新
コースでは、企業から受託したさまざ
まな作業や農作業に実際取り組んで
もらうことで、自分自身の関心や適性、
体調に関する気づきの機会を増やし、
継続的な勤務を後押しする考えだ。

障がいのある人の就職、定着をサポート

奥山 純一　ヴィスト（株）

精神障がいのある人の働く希望をつくることをビ
ジョンに掲げる奥山純一さん

　清水巧さんが発表したのは、企業がプロジェクト単位で協
力者を募集できるウェブサービスだ。ユーザーは今の会社に
勤めながら他社のプロジェクトに参画することが可能で、そ
の結果、社外の知見を吸収し、新たな成長の機会を得るこ
とができる。企業にとっては、事業活動に共感してくれた、
意欲的な人材に手伝ってもらえる点がメリットだ。
　今年 6月から試験サービスの提供を開始。135 社が利用
し、224人のユーザーとの出会いにつながっている。企業と
ユーザーの思いが一致すれば、就職、転職につながるケース
もある。「既存の求人サイトの場合、求職者は知名度や給与
体系でしか判断しないのでベンチャー企業には人が集まりに
くい、事業に共感してくれる人が応募
してこないといった課題がある」と清
水さん。転職を前提としなくても他社
の事業に気軽にかかわることができる
仕組みを作り、日本を元気にすること
を目指している。

事業に共感してくれる仲間集めを橋渡し

清水 巧　（株）Combinator（コンビネーター）

石川県出身で約 1年前に東京で起業した清水巧さん

★優秀起業家賞



ローコストで導入可能
電子納品にも対応

　 百 成 社 長 が 提 案 し た の は、
「information bridge（インフォメーション・
ブリッジ）」と名付けた土木・建設工事
向けの情報共有システムである。
　これは土木・建設工事の施工中に発生
する書類や図面、写真をサーバーに登録
し、受注企業と工事の発注者の間で情
報を共有するためのシステムだ。
　従来は紙の書類で行っていたやり取り
がインターネット上で可能になるため、企
業にとっては何度も発注者の元へ足を運
ぶ手間が省け、事務作業やコストの軽減、
納期の短縮につながる。工事完了後に書
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　臨床心理士の資格を持つ長尾紀久子さんが提供するのは、心理学
と脳科学を組み合わせた心理カウンセリングに加えて社会適応技能ト
レーニングを施し、人の心と行動を成長させるサービスだ。トレーニ
ング前後の変化を科学的に評価する点が強みで、最新の脳機能測定
装置を含む複数の測定方法を利用すると同時に、世界中から優秀な
研究者が集まるボストン大学数学研究室においてデータ解析を行う。
　用意しているのは、就職や結婚など、人生の一大イベントを無事に
迎えるための「プレミアムコース」と、普段の仕事やスポーツの成績を
上げるための「お手軽コース」。いずれも脳内でリラックス時に出るア

ルファ波など脳波のリズムを合わせることが基
本で、利用者が自分の意思でそれらを整えら
れるように指導する。長尾さんは「プラス思考
で毎日幸せな生活を送れる人を増やしたい」と
将来の全国展開を視野に入れている。

脳のリズムを整え、心と行動の成長を促す

長尾 紀久子　（株）金沢適応カウンセリング＆研究センター

「人間の限りない成長の可能性を開拓したい」と話す長尾紀久
子さん

感染性廃棄物を院内で処理する
エコ・グリーン計画

省資源に役立つ、微小径エンドミル向けの
新しい高精度再研磨技術及び応用ビジネス

スマホでパーキングゲートを開閉する
次世代の駐車場オペレーションサービスの展開

綿崎 春光
（株）グリーン

加藤 真一
加藤鉄工所

畑野 義和
（株）セサミ・リモート

●ファイナリストと発表テーマ

ISICOでは平成19年に「革新的ベン
チャービジネスプランコンテストいし
かわ」を初開催して以降、最優秀起業
家賞と優秀起業家賞に合わせて35人
を選び、継続的な支援を行ってきた。と
ころで、読者の皆さんにとっては、厳し
い審査を勝ち抜いた受賞者たちが果た
してどのように成長したのか、気になる
ところだろう。そこで今回は記念すべ
き第1回のコンテストで優秀起業家賞
に選ばれたアイサスの百成公鋭社長の
その後についてレポートする。

公
共
工
事
の

情
報
共
有
シ
ス
テ
ム

を
開
発

年
間
利
用
実
績
は
10
倍
以
上
に

「ビジネスモデルを
ブラッシュアップす
ることで、自分の考
えや問題点を整理で
きるので、コンテス
トに出場するだけで
も意義がある」と話
す百成公鋭社長

★優秀起業家賞

日本に点在する価値に光をあてる
中小企業簡単グローバル化パック

北郷 奈緒子・井堂 明子（写真右）
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類や図面、写真をデジタルデータで納
める電子納品にも対応可能だ。
　また、公共工事では現在、入札や
納品などの事務手続きを電子化する
CALS/ECの導入が進められており、
こうした需要にも対応する。
　システムは、顧客がインターネットを
通じて利用するASP形式によって提供
し、バージョンアップやサーバーの保守
などはアイサスが担当する。そのため利
用者は初期投資が不要で、低額の利
用料でシステムの導入が可能になる。

外部評価がアップ
ISICOの経営支援も力に

　コンテスト出場時は会社設立 2 年目
で、年間利用数は約200 件にとどまっ
ていた。現在では、石川県が発注する
工事の90％以上、国土交通省北陸地
方整備局が発注する工事の50〜60％
で使われ、年間2 千数百件の利用実
績を誇る。
　これ以外にも、金沢市や小松市、岡
山県や長野県のほか、中部地方整備
局や近畿地方整備局などが発注する工
事でも利用が進んでいる。

　利用数が伸びるともに、システム開
発費の回収も進み、平成 24 年には単
年度黒字に転換、平成 25 年には過去
の累積損失を一掃した。今期も黒字決
算を見込んでいる。
　今でこそ北陸でトップシェアを誇るま
でに成長したとはいえ、当初は後発企
業の一つに過ぎなかった。創業間もな
い頃には経営コンサルタントや大学教
授に、「大手企業が既に進出している
分野で売れるわけがない」と言われた
こともあった。
　しかし、百成社長は成長の余地が残
されていると確信していた。というのも
既存のシステムは使い勝手が悪かった
からだ。百成社長は建設会社の出身で、
システムには利用者が感じていた不便
を解消できるような工夫を随所に盛り
込んでいた。「この点を高く評価してく
れたのが、ISICOのコンテストでした。
もし、この時くじけていたら今はなかっ
た」と百成社長は当時を振り返る。
　コンテストで優秀起業家賞を獲得し
たことによって、外部から高い評価が
得られるようになったほか、社員の自信
にもつながった。
　企業経営の経験がなかった百成社

長にとって、ISICOに相談したことで、
中小企業診断士などの専門家から、事
業計画書の作成をはじめ、経営の基礎
について指導を受けられたことは大き
なメリットとなった。こうした指導によっ
て、創業当時の苦境を乗り切り、確実
に成長することができた。

岡山に支店開設へ
四国・九州でも拡販

　ユーザーにとって使い勝手に優れた
点が認められ、「information bridge」
は国土交通省の新技術情報提供システ
ム（NETIS）に、同様のシステムとし
ては唯一、登録されている。
　今年10月には、災害時の道路や河
川の状況や資機材の情報を、自治体や
建設・土木企業、地域住民が共有でき
る「災害情報管理機能」の提供を開始。
どの自治体も関心が高く、百成社長は
今後の拡販に手応えを感じている。
　平成 28 年には既に同社のシステム
が採用されている岡山県に支店を開設
する予定で、百成社長はここを足がか
りに中国、四国、九州へ販路を広げる
青写真を描いている。

（株） アイサス
金沢市諸江町中丁171-1 梅信ビル3F
TEL.076-208-3420
■ 代 表 者 百成 公鋭
■ 設 立 平成17年10月
■ 資 本 金 5,100万円
■ 従業員数 13名
■ 業務内容 ASPサービス事業、
 CALS/EC支援事業
● http://www.i-sus.com/

利用者目線で使い勝手を向上させた「information 
bridge」のインターフェース

（
株
）ア
イ
サ
ス
代
表
取
締
役
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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。
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食べやすく、風味も豊かに

　数ある発酵食品の中でも、石川県
ならではと言えるのがフグの卵巣の
ぬか漬けである。フグの卵巣には猛
毒が含まれており、食用には適さな
いが、石川県では古くから塩漬けし
た後、ぬかに漬け込んで発酵させて
毒を抜き、珍味として食してきた。
　このフグの卵巣のぬか漬けを、独
自に調合した漬け床で再度漬け込

んだのが吉市醤油店の「醸
かも

し漬
づけ

ふぐ
の子」である。
　醸し漬は、同店が醸造する国産丸
大豆醤油のもろみに吟醸酒粕、みり
ん粕、みりん、酒米ぬか、北海道産糖
蜜、能登産いしるを調合した漬け床
でじっくり寝かせたものである。
　フグの卵巣のぬか漬けに比べて
塩辛くないので食べやすく、もろみ
の風味が移って、さらにおいしさが
増す。また、フグの卵巣のぬか漬け
は冷蔵保存しなければならないが、
醸し漬は卵をほぐしてびん詰めし、
殺菌しているので、常温での保存が
可能だ。
　ご飯の友や酒の肴

さかな

として、そのま
ま食べるのはもちろん、オリーブオイ
ルなどと合わせてパスタソースにし
たり、チーズやマヨネーズを加えて生
野菜やクラッカーに付けるディップ
にしたりするなど、味や食感にアクセ
ントを加える食材としても重宝する。
　平成25年から、フグの卵巣のぬか
漬けの老舗、（株）あら与（白山市）の
新商品として販売するほか、同店の

ネットショップや金沢百番街にある
スーパーなどで販売しており、展示
会などを通じてホテルや料理店で
採用されることも増えてきた。変わっ
たところでは、新郎新婦の顔写真や
新居の住所を書いた特製ラベルを
貼った木箱に入れ、引出物として使
われたケースもある。
　10月にはISICOが東京駅前の商
業施設で開催した「石川のこだわり
商品フェア」に出店。店主の吉田昇
市さんは「個別に商談した百貨店な
どのバイヤーからはおいしいと言っ
てもらえたし、持っていった商品は
完売した」と話し、今後は大都市圏
の百貨店を中心に販路開拓を本格
化させる考えだ。

サバが溶けてしまう失敗も

　吉市醤油店が醸し漬の開発に乗
り出したのは平成22年にさかのぼ
る。
　「食生活の変化によって、伝統的
な発酵食品を食べる機会が減って

吉市醤油店 5 代目で、醤油のもろみを使って新
商品開発に取り組む吉田昇市さん

フグの卵巣のぬか
漬けをさらに手間
ひまかけて漬け込
んだ「醸し漬ふぐの
子」（37g ／1,100
円、木箱入り85g
／2,550 円）

珍味「ふぐの子」を独自の醸
か も

し漬
づ け

に
発酵・醸造を極め、新たな味を追求

醤
しょう ゆ

油や味
み そ

噌、日本酒はもちろん、「かぶら寿し」
や「いしり」など、石川県では多様な発酵食文
化が受け継がれている。その担い手の一つが、
明治33年創業の吉市醤油店だ。昔ながらの
伝統を守って醤油を醸造する一方、近年では
発酵食品のおいしさをさらに広めたいと、長
年培ってきたノウハウを生かし、新商品づく
りに励んでいる。
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いる。発酵、醸造のプロとして、醤油
のもろみを使って新しい発酵食品を
開発し、その魅力をもっと多くの人
に広めたい」。出発点となったのは、
吉田さんが抱いていたこうした思い
だった。
　全国的に見て、醤油の出荷量は
約25年前から減少傾向が続いてい
る。同店も例外ではなく、伸び悩む
醤油に代わって、企業の成長を牽引
するような加工食品を開発したいと
の思いもあった。
　当初はたくあんをもろみに漬け
込むことからスタート。続いて、さら
に付加価値の高い商品づくりを目指
し、ブリやサバの加工に取り組んだ。
　漬け床の材料は先に述べた通り
だが、決して初めからうまくいったわ
けではなく、材料の種類や量、入れ
る順番を変えながら、最もおいしさ
を際立たせる配合を探った。
　もちろん、失敗もあった。例えば、
頃合いを見計らって漬け床を確認し
たところ、サバの身が溶けてしまっ
ていたこともその一つだ。原因は発
酵が進み過ぎてしまったことであ
る。発酵を抑えるならば、漬け床の
塩分濃度を高めるのが手っ取り早
いが、それでは味が塩辛くなる。そ
こで、温度や漬け込む時間を調節し
たり、みりんを加えるなどの工夫を凝
らし、発酵を制御した。
　生魚を扱ったことがなかったた
め、ブリやサバの下加工はあら与に
依頼した。フグの卵巣のぬか漬けを

醸し漬として漬け直すというアイデ
アは、あら与から「フグの卵巣のぬ
か漬けを製造する際に出る、袋の破
れたものや色が悪いものを利用で
きないか」と持ちかけられたことが
きっかけだった。もちろん、味に問
題はない。それならばと、醸し漬の
新たなラインアップに加えた。
　「猛毒であるフグの卵巣を使った
食品は珍しく、インパクトもある。ぜ
ひ全国の人に知ってほしい」（吉田さ
ん）との考えから、開発や販路開拓
には平成25年度の活性化ファンドの
補助事業を活用した。単なるもろみ
漬けや既存の漬け物とは違う独自
の漬け床を使っていることから、「醸
し漬」と名付け、商標登録した。
　醸し漬シリーズにはブリ、サバ、ふ
ぐの子にニシンが加わり、現在は白
山市の特産である堅豆腐の商品化
に向け、試作が続いている。吉田さ
んは「今後も醸し漬にあった食材を
探し、商品化に取り組みたい」と意
欲を燃やす。

伝統を守るには変化が不可欠

　吉市醤油店では、醸し漬シリー
ズのほか、平成22年度にも活性化
ファンド事業に採択され、商品開発
を行っている。それが和風東

とうばんじゃん

蛮醤
「太

たいこうらく

古楽」である。
　これは、地元の伝統野菜である
剣崎なんばを醤油のもろみに漬け
込んで、発酵、醸造させた辛味調味

料だ。炒めものや鍋料理
などの味付けにぴったり
で、強い辛みと深い旨み
が楽しめる。
　昨年8月には日本テレ
ビの「満天☆青空レスト
ラン」で紹介されたとこ
ろ、1年をかけて販売予
定だった2,000本が1カ月
で売り切れた。そこで、
昨年秋には確保できる

かぎりの剣崎なんばを仕入れ、通常
は1年間かけて発酵、醸造させると
ころを、室温を30度に上げて発酵、
醸造のスピードアップを図り、今年7
月、再発売にこぎつけた。
　次 と々商品開発に挑戦する吉田さ
んの背中を後押しするのは、「山静
如太古（やましずかにしてたいこのご
とし）」という吉市醤油店に伝わる
家訓である。
　吉田さんはこの家訓を「万物は留
まり続けているように見えても、現存
し続けるためには、絶えず再生と循
環、成長をし続けなければない」と
解釈している。
　言い換えるならば、老舗だからと
いって伝統の上にあぐらをかくので
はなく、時代とともに絶えず変わり
続けることが必要ということであり、
醸し漬や太古楽といった取り組みは
まさに変化の表れと言えるだろう。
　発酵、醸造のノウハウを生かし、
老舗醤油店がこれからどんな変化
を遂げるのか。今後のチャレンジに
期待が高まる。

剣崎なんばを醤油のもろみに漬け込んだ辛味調味
料「太古楽」（120ml ／1,250 円）。商品名はか
つて同店で醸造していた日本酒の銘柄に由来する

吉市醤油店
白山市安吉町78番地 
TEL.076-275-0908

■ 代表者　  吉田 昇市 ■ 創業　明治33年
■ 従業員数　7名
■ 事業内容 醤油醸造、加工食品・鯛型ポリ容器入

り醤油の製造、販売
● http://www.4c1.jp/

ブリ、サバ、ニシンと、醸し漬シリーズのラインアップは徐々に増えている
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工作・繊維機械の
ノウハウ生かす

　津田駒工業は国内初となる「熱可
塑性※1プリプレグ自動積層機」を開
発した。プリプレグとは、炭素繊維を
一方向に並べて樹脂で固めたシート
状の素材で、航空機や自動車の構造
材などへの利用が期待されるもので
ある。このプリプレグを材料として活
用するため、これまでは用途に合わ
せて数枚から数十枚を手作業で重
ね合わせて板状にしていたが、今回
開発した積層機ではこの作業を自動
化した。
　積層機はプリプレグを一方向にす
き間なく並べたり、さまざまな角度を
付けて並べることが可能で、こうした
位置制御には、同社がこれまで工作
機械で培ってきた技術が生かされて
いる。
　また、同社が繊維機械の製造で積
み上げてきたノウハウを駆使し、プリ
プレグにかかる張力を制御すること
で、重ね合わせる際にしわなどが発
生しないような工夫などを行ってきて

おり、現在は最終設
計の段階にある。
　今後はこの積層機
を売り込むため、い
しかわ次世代産業
創造ファンド（次世
代ファンド）フォローアップ事業の助
成金を活用し、平成27年3月にパリで
開催される世界最大級の複合材料
関連展示会「JEC」に出展し、お披
露目する予定だ。

金沢工大と連携し、
超音波溶着を導入

　津田駒工業が大手重工メーカーか
ら依頼を受け、初めて積層機を開発
したのは平成20年にさかのぼる。た
だし、当時開発したのは熱硬化性※2

プリプレグ用の積層機であり、今回
は熱硬化性と熱可塑性という性質の
違いに悩まされることになった。
　というのも熱硬化性プリプレグは
樹脂が半乾きの状態で、積層すれば
自然と接着するのに対し、熱可塑性
プリプレグは完全に乾いた状態のた
め、積み重ねただけでは一体化しな
いのだ。
　この課題を解決するため、同社で
は金沢工業大学の鵜

う ざ わ

沢潔教授と連
携し、超音波によって溶着させる技
術を確立した。溶着に最適な超音
波の出力や加圧力を導き出すため、
同社では次世代ファンド助成事業を
活用しながら何度も実験を繰り返
した。十分に溶着されているか、あ
るいは溶着部の炭素繊維に損傷が
ないかなど、試験評価は石川県工業

試験場次世代技術開発支援室が
担当した。
　「熱可塑性炭素繊維は、現在主流
の熱硬化性炭素繊維に比べて安価
で、量産性にも優れている。技術開
発はこれからが本番とはいえ、将来、
自動車や家電に使われるようになれ
ば、スピーディーな成型が求められ、
そのためには積層の自動化は欠か
せない。ここに商機がある」。開発の
狙いについてこう話すのはコンポジッ
ト機械部の坂井一仁部長だ。
　また、積層機で作った材料を使え
ば、試作品製作が容易になることか
ら、県内のプレス加工会社による炭
素繊維事業への参入を後押しするこ
とにもつながる。
　県内では、大学や企業などが連携
して炭素繊維製品の一貫生産を目
指す「いしかわ炭素繊維クラスター」
の取り組みも進んでおり、積層機の
完成は、その進展に一層弾みをつけ
てくれそうだ。

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。

「熱可塑性の炭素繊維はさまざまな用
途が見込めるため、幅広い業種に積層
機を提案したい」と話す坂井一仁部長

熱可塑性の炭素繊維を
自動で積層

津田駒工業（株）
金沢市野町5丁目18番18号
TEL.076-242-1110
■ 代 表 者  菱沼 捷二
■ 創 　 業  明治42年3月
■ 資 本 金  123億1,654万円
■ 従業員数   925名
■ 事業内容   繊維機械、工作用機器の製造、販売
●  http://www.tsudakoma.co.jp/

平成 27年 5月の試験機完成、同年中の1号機
納入を目指す熱可塑性プリプレグ自動積層機

※1.加熱すると軟化し、冷やすと再び硬化する性質
※2.加熱すると硬化し、その後元に戻らない性質



カード決済の上限を300万円に
　輪島漆器大

たいがどう

雅堂は今年10月、ネットショップをリニュー
アルオープンした。同社の主力となる商材は数十万円の
屠
と そ き

蘇器、100万円以上する座卓や飾り棚である。「高級な商
材にふさわしいネットショップに」という若島基

き み お

京雄社長の
思いから、新装したページは、従来の赤や黒ではなく、漆
器が映える白を基調に、上品で高級感あふれるイメージと
なっている。
　同社は昨年度、5人のホームページドクターが連携して支
援するISICOの「集中指導による成功店育成事業」に採択
され、改善に取り組んだ。新たなネットショップでもその際
のアドバイスがしっかりと生かされている。
　例えば、従来の商品写真はプロが撮影したものと自前で
撮影したものが混在していたが、今回は専門のデザイナー兼
カメラマンに委託。その結果、写真のクオリティが格段に向
上し、統一感のある仕上がりになっている。
　また、以前は商品の価格が長 と々した説明文の後に表記
されていたが、消費者が知りたい情報を確認しやすくするた
め、商品名や写真、価格、商品説明がスクロールしなくても
一覧で見られるようにした。
　クレジットカード決済の上限金額を30万円から300万円
へと引き上げたことも改善点の一つだ。銀行振込などで支払
う必要がなくなり、購入者の
利便性がアップした。
　リニューアルを記念した最
大半額のセールも功を奏し、
高額商品が売れるなど、順調
な滑り出しを見せている。

専門店として品ぞろえを充実
　同社がネットショップに力を入れる理由は、これまでメイ
ンの取引先だった百貨店への売り上げが次第に減っている
ことにある。また、秋から年末にかけては重箱や屠蘇器が
まとまって売れる一方、他の季節は売り上げが減ってしまう
ため、ネットショップを活用して閑散期の売り上げを伸ばし
たいとの考えもある。
　リニューアル作業は現在も進行中で、今後はまだ紹介し
きれていない商品の情報を順次追加し、輪島塗の専門店と
してラインアップを充実させていく計画だ。若島社長は「定
番品だけでなく、オリジナル品もどんどん企画したい」と意
欲を燃やす。
　作業を外部に委託したことで、繁忙期でも滞りなく更新
できるようになったものの、デザイン性を重視するあまり、
説明文が削られ、PRすべき点が紹介されていないケースも
あった。今後は外部スタッフとのコミュニケーションをさら
に密にし、より商品の良さが伝わるようなネットショップにし
ていく考えだ。

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。

高級商材にふさわしく
サイトのイメージを一新

ネットショップは
白を基調としたデ
ザインで品質の良
さが伝わってくる

［ 輪島塗製造販売の輪島漆器大雅堂株式会社 ］
http://www.wajimanuri.net/

輪島漆器大雅堂 （株）
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   1,250万円　　■従業員数 9名
■事業内容 輪島塗の製造・販売

協力しあって家業を切り盛りする若島基
京雄社長と妻の土百江（ともえ）さん

■ 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）

　古くからある同社のホームページには長年蓄積
した膨大な情報ページがあり、これを運営者自ら
が改善するのは時間的にも製作スキルの面から
も運営損失が大きいと判断しました。そこで今回
はあえて古いページには手を付けず、新たなドメインによる販売ペー
ジの外注製作を提案しました。輪島塗は確固たるブランドを構築して
いますから、普通の「漆器」ではなく「輪島塗」を買いたいというお
客様を迎えるための店構えとお客様の購入意欲に十分応えられる運
営こそが売上拡大の鍵を握ります。今後は"輪島塗の信頼できる店
舗"として、店舗イメージを築いていっていただきたいです。
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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。

　冷凍した食品は極端に味が落ちる。
そんな固定概念を覆す最新のフリー
ザーが、「プロトン凍結機」だ。
　珍味や魚介類の加工品などさまざ
まな食品の製造・販売を手がけるホク
チンでは、平成19年から出荷を始めた
焼き魚、総菜関連部門のてこ入れを行
うため、プロトン凍結機の導入による
販路拡大を目指した経営革新計画を
策定し、平成24年に県から承認を受け
た。プロトン凍結機の導入にあたって
はISICOの設備貸与制度を利用した。
　プロトン凍結機は、磁力、電磁波、
冷風を組み合わせ、細胞内にできる氷
の粒を小さいまま凍らせるのが特徴
だ。通常、冷凍した食品を解凍すると
ドリップがにじみ出てしまう。これは
凝固により大きくなった氷の粒が細胞
組織を破壊して生じる液汁で、旨みや
風味も一緒に流れ出てしまう。その点、
プロトン凍結機は、氷の粒が細胞を壊
すことがないため、ドリップはほとんど
見られず、凍らせる前と変わらないおい
しさを保つことができる。

　同社では、サバの照り焼きやサケの
塩焼きなどの冷凍にプロトン凍結機を
活用し、全国でも珍しい焼き魚の総菜
卸として青森から鹿児島まで全国各地
のスーパーに出荷。その品質の高さに
は、納入先からも驚きの声が上がって
いるそうだ。

　同社がプロトン凍結機を導入した
背景には、冷却にかかる時間が大幅に
短縮できる点も挙げられる。従来の凍
結庫は冷凍に30 〜 40分かかっていた
が、プロトン凍結機では13分で急速に
凍らせることが可能だ。以前は商品が
焼き上がっても次工程の冷却に時間
がかかり、凍結庫の前に焼き魚を乗せ
たケースが積み上げられる光景が常
態化していた。しかし、導入後はその
課題が解消され、スムーズな製造につ
ながっている。
　さらに、プロトン凍結機は食品の中
心部をマイナス35度の低温までしっか
りと冷却できる。このため、配送時に溶
け出す心配がなく、菌の増殖を抑えら

れることから、多くの商品で解凍後の
消費期限は3日から4日に延びたという。
 「さらに日持ちするようになれば、コン
ビニなどの大手市場も狙える。そのた
めに、真空に近い状態で包装できる深
絞り機の導入を検討している」と話す
のは山上智之社長。事業開始から7年、
焼き魚・総菜関連部門の売り上げは初
年度の2倍以上に伸びており、同社で
は今後も製造の効率化や品質向上の
取り組みを推し進め、一層の高みを目
指して成長曲線を描いていく計画だ。

冷却時間が1/3に
製造工程の課題解消

磁力、電磁波、冷風で
細胞壊さず凍らせる

（株）ホクチン
金沢市湊4丁目56番地   TEL.076-237-6000
■ 代 表 者  山上 智之
■ 創　　業 昭和41年6月
■ 資 本 金  3,000万円
■ 従業員数 84名
■ 事業内容  珍味や一夜干し、ぬか漬け、 

　粕漬け、焼き魚 ・ 魚総菜など
　の製造・販売

●  http://www.hokuchin.co.jp/

導入したプロトン凍結機。サバの切り身ならば1,400切れ以上を一度に凍結可能だ

「能登の海洋深層水を
使うなど、タレにもこ
だわっている。今後は、
地域の好みに応じて
味付けも工夫していき
たい」（山上智之社長）

急速に凍らせ、おいしさをとじ込めたまま、全国に出荷

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最新の凍結技術で

おいしさそのまま全国へ
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　「たまひめちゃん」というご当地キャラク
ターをご存知だろうか。モデルになってい
るのは、加賀藩3代藩主前田利常の正
室珠

た ま ひ め

姫である。大きな瞳の愛らしい顔立
ちで、加賀友禅や加賀手まりの髪飾りを
身にまとい、輪島塗の打ち出の小

こ づ ち

槌を手
に持つなど、衣装や持ち物には石川県
の伝統工芸品がちりばめられている。
　約1年前に石川県非公認キャラクター
として登場して以来、インターネット上で
「かわいすぎる」などと評判が広まって
いる。今年3月にはテレビ東京が主催
し、全国各地のキャラクターが人気を競う
「推

お

し1グランプリ」の萌
も

えキャラ部門で
グランプリに輝いたほか、観光振興特別
賞も同時受賞した。
　考案したのは、3Dコンピュータ・グラ
フィック制作を専門にする（株）アトリエほ
んだしょうこ（金沢市）のほんだしょうこ社
長だ。情報発信などプロジェクトの運営
には、印刷関連業を手がける（株）宝文
堂（金沢市）の古川博章社長が協力し
ている。

　ほんだ社長らが「たまひめちゃん」を
生み出した背景には、地域経済の活性

化、石川県のPRの力になりたい
との思いがある。そのため、通
常、こうしたキャラクターを商用利
用する場合、企業等はライセン
ス料を支払う必要があるが、「た
まひめちゃん」の場合は、ホーム
ページ上にアップしてある画像
データに関しては誰でも無料で
使えるようにした。自由に使える
とあって、名刺や看板などに利
用されるケースが増え、認知度
向上にもつながった。
　一方、デザインやポーズをアレ
ンジして商用利用する場合は、
デザイン料とライセンス料が必
要だ。ライセンス料は食品や土
産品など商品開発の場合は販
売価格の3％から、ゲームやア
プリなどデジタルコンテンツ制作
の場合は販売価格の5％からと
なっている。ただし、北陸新幹
線開業キャンペーンとして、石川
県及び沿線自治体（東京都23区、埼玉
県、群馬県、長野県、新潟県、富山県）
の企業は平成28年3月末まではライセン
ス料は必要ない。
　すでに食品や飲料のパッケージなど
に利用されているほか、キーホルダーや
ハンカチなど、さまざまな用途で活用され
ている。今年11月には尼の衣装を着た

「たまひめちゃん」が北陸自動車道尼
御前サービスエリアのPRキャラクターと
して採用され、12月からコラボレーショ
ン商品の第1弾として能登豚使用の肉
まん「のとまん」が発売されるなど、活躍
の場は順調に増えている。
　また、地元との協力関係も築きつつあ
る。金沢市内の福祉施設の協力を得
て、スマートフォン用コミュニケーションア
プリ「LINE」で使えるスタンプの制作を
進めている。障がいがある人への仕事

を提供するとともに売り上げの一部を市
内の福祉施設に寄付するという。その
ほか、金沢大学附属高校と連携した金
沢の歴史などの情報を発信するブログ
の作成も進行中だ。
　さらに活用してもらうため、今後、3D
ホログラム（立体画像）などを開発する
計画で、ほんだ社長は「地元のクリエイ
ターなどに、それぞれの得意な技術を生
かして参加してほしい」と呼びかけて
いる。

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。

巽
たつみ

の丘
お か

高等学校 茶
ち ゃ

べ部
ぶ

金沢市黒田1-37 
TEL. 076-269-0750（事務局／㈱宝文堂内）
■ 代表者 オフィサー 古川博章
 ディレクター ほんだしょうこ
■ 設　立 平成26年2月
■ 事業内容 石川県非公認キャラクター「たま

ひめちゃん」のプロデュース
■  http://www.tamahime-p.com/

衣装にも石川らしさ
人気投票でグランプリ

新幹線開業後1年は
ライセンス料が無料

五郎島金時を使った洋菓子や金沢カレーのパッケー
ジ、キーホルダーなど、「たまひめちゃん」を活用した商
品の数々

石川県非公認キャラクター「たまひめちゃん」。「どんどん知名度を上げて、
地域活性化に貢献し、いずれ県のマスコットキャラクター“ひゃくまん
さん”とコラボしたい」（ほんだしょうこ社長）

石川の魅力伝えるキャラクター
「たまひめちゃん」で地域を元気に
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イシコ・トピックス

　ISICO、（株）アール・ティー・シー及び
（株）エイブルコンピュータは、パソコン
やスマホでビジネスマッチングが行えるシス
テム及びそのシステムと連動したスマホ向
けアプリを開発しました。

　これまでにISICOのDGnetにおいて
登録された2,000余りの企業情報等をさら
に強力に情報発信するほか、一括見積・
問い合わせができるなど、県内企業にメリッ
トのあるシステムになっています。

　能登半島の最北端、珠洲市の木ノ浦
海岸に面したエリアで今年 8月、奥能登
すず体験宿泊施設「木ノ浦ビレッジ」が
オープンしました。最大 6人が宿泊できる
8棟のコテージは、日本海の絶景を満喫
できるロケーションで、時間を忘れてのん
びり過ごすことができます。
　単に宿泊するだけでなく、地元産ヤブ
ツバキの種を使ったツバキ油絞りや珠洲
の美しい里山里海を自分たちの足で歩く
ノルディックウォーキング、コーヒー豆の焙
煎など、さまざまな体験プログラムを通し
て、地域の自然や文化を感じられるのも
魅力のひとつです。
　研修棟も整備され、企業研修や合宿
などにも利用可能。奥能登産の魚介や
野菜をふんだんに使い、地元のお母さん
たちが腕によりをかけて作る食事も好評で

す。オープン以降、家族連れやカップル
を中心に、利用者数は順調に増え、週
末は満室の状態が続いています。
　木ノ浦ビレッジを管理、運営するのは
地元住民らが出資して設立した（株）
日
ひ き の

置之国
くに

です。同社にこの春入社し、体
験プログラムの企画、運営を担当してい
る志

し ぼ い し

保石薫
ゆき

さんは東京都出身。都内の
大学に在籍時、ゼミ合宿で訪れた珠洲に
魅せられ、移り住んできました。
　「景色もきれいで、朝起きたら近所の方
がほかほかの松茸ご飯を届けてくれたり
と、優しくしてもらっています」と笑顔を見
せる志保石さん。自ら感じたこの土地の

魅力を多くの旅行者に伝えようと、新たな
体験プログラムを作るため、アイデアを練っ
ています。
　寒さの厳しい季節は客足も鈍る傾向に
ありますが、志保石さんは「冬は食べ物
が一番おいしい季節。ぜひ多くの人に訪
れてほしい」と語り、奥能登の地で奮闘
を続けています。

インターネット上で、簡単にビジネスパートナー探し
ISICOビジネスマッチングサイト「ITクラウド」サービス開始

石川にいつの間にか本格的な冬がやってきまし
た。ついに蟹も解禁されましたし、冬のおいしい海

の幸がこれからどんどん食べられそうで楽しみですね。そんな冬
の海の幸がとれる日本海に面した「木ノ浦ビレッジ」を今回は特
別編としてレポートしました。担当の志保石さんは私と同い年で木
ノ浦ビレッジを切り盛りしており、私も頑張らねばな、と身がしまる
思いでした。（ケンショウ）

ITクラウドのトップページ

目の前に雄大な日本海が迫る木ノ浦ビレッジ 体験プログラムを企画、
運営する志保石薫さん

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

●マッチングサイト「IT クラウド」の HP
    https://www.isico.or.jp/itcloud  
●スマホ向けアプリ（iPhone、ios8 以上）「マッチングクエスト」
    https://itunes.apple.com/us/app/matchingquest/id935567185?mt=8 

女性が輝く社会を目指す取り組みが進んでいる昨今、県外から単身、人口減少
が続く能登に就職した女性を編集部が発見しました！今回はそのレポートを番外
編としてお届けします！！

番 外 編

奥能登すず体験宿泊施設
木ノ浦ビレッジ
珠洲市折戸町ホ部 25 番 1
TEL.0768-86-2014
http://kinoura-village.com/


	isico_79_6p-9p
	isico_79_表1-4_P10-p11
	isico_79-2p-5p

