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石川のこだわりショップ
「かがやき屋本店」がオープン

ISICO が運営する石川のこだ
わりショップ「かがやき屋本
店」。県内企業が地元の素材や
独自の製法で作った商品を販
売します。詳しくは巻頭特集を
ご覧ください。
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    60 社 300 アイテムを陳列
    人気商品は東京で販売も

　かがやき屋本店は、売り場面積約40平方メートルで、地
元の食材を使った菓子や飲料、食品や特有の技術・製法
で作られた工芸品など、県内企業約60社が開発した300
アイテムを陳列しています。
　通路に面した場所には「チャレンジコーナー」を設け、原
則1週間単位で、出品企業が来店客に試食をしていただく
などの実演販売をして、消費者の生の声を直接聞けるように
なっています。
　百貨店の中に、中小企業の支援機関が新商品の販路開
拓の場を常設するのは、全国的に見ても非常に珍しい取り
組みです。
　陳列する商品は、消費者の評価、季節に応じて3カ月ご
とに見直します。売れ行きがよく、首都圏での販路拡大が

見込める商品に関しては、東京・銀座にある石川県のアン
テナショップ「いしかわ百万石物語・江戸本店」に取り扱
いを提案します。また、首都圏に常駐するISICOの販路開
拓アドバイザーが百貨店や専門店などとのマッチングを図り
ます。
　売れ行きが思ったように伸びない商品については、売り上
げデータや消費者の声を企業にフィードバックするとともに、
改善点をアドバイスし、商品の改良や新たな開発の参考にし
てもらいます。　

     能登の食材生かした
     5 品を先行販売

　オープニングセレモニーであいさつに立ったISICO理事
長の谷本正憲知事は、「石川県が誇る伝統工芸や地域なら
ではの特色ある食材に付加価値を付けたこだわり商品が集

ISICOは3月4日、香林坊大和（金沢市）の地下1階食品売り場で常設となる「石川のこだわりショップ かがやき屋本店」を
オープンしました。同店は県内企業が地元の素材や独自の製法で作った商品を販売するほか、期間限定で実演販売を行
うイベントも開催します。地元の消費者に加賀・能登・金沢の新たな逸品を紹介して認知度を上げると同時に、企業に対し
ては、売り上げデータや消費者からの評価を参考に商品の魅力を一層高めてもらう狙いがあります。

香林坊大和
地下食品フロア

石川のこだわりショップ
「かがやき屋本店」がオープン

地元消費者の目を生かして商品磨く巻頭特集

食品や工芸品など、60社の300アイテ
ムが並ぶ店内。

デパ地下の一角にオープンした「かがやき屋本店」。
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結しています。多くの
県民の皆様にご来場
いただきたい」と述
べたほか、「出品企業
には絶えず創意工夫
を重ね、こだわり商
品と呼ぶにふさわしい
ものをどんどん提供し
てほしい」とエールを
送りました。
　谷本知事、北國銀
行の安宅建樹頭取、中小機構北陸本部の今岡増夫経営
支援部長、大和の宮二朗社長がテープカットし、オープン
すると、早速消費者が来店し、好みの商品を求めて品定め
したり、購入したりする姿が見られました。
　チャレンジコーナーでは、能登活性化を目指し、生産者
と加工会社、スーパー、地元の高校生などが連携して商品
開発に取り組む「のとも〜るスマイルプロジェクト」のメン
バーにより、能登の食材を生かした商品の先行販売が行
われました。この日、お披露目となったのは、新たに開発し
た8品のうち、輪島の海

あ ま

女が手摘みした岩もずくを使った
雑炊など5品で、試食した来場者から好評を得ました。

    常設店を求める声が
    開店のきっかけに

　ISICOではこれまでも、地域資源を活用した商品の開発
や販路開拓を支援してきました。県と地元金融機関が300
億円を拠出して「いしかわ産業化資源活用推進ファンド（活
性化ファンド）」を設立し、その運用益を県内企業のサポー
トに充ててきました。

　平成22年度からは活性化ファンドによる補助事業など
各種支援制度を活用して県内企業が開発した新商品を対
象に、販売・PR・マーケティングの場を提供する「石川の
こだわり商品フェア」を香林坊大和で毎年開催。近年では
首都圏からバイヤーを招き、全国展開を目指したビジネス
マッチングの機会を作ってきました。
　こうした取り組みに続くかがやき屋本店の開設は、フェア
参加企業からの「常設で販売できる店舗を設けてほしい」
との要望に応えたものであり、ISICOでは今後も、地域資
源を生かした新たなビジネスの創出に力を入れていきます。

「石川のこだわりショップ　かがやき屋本店」
では出品企業を募集しています。合わせて、
チャレンジコーナーで試食会や実演販売をす
る企業や組合、自治体を募っています。ふるっ
てご参加ください。

のとも〜るスマイルプロジェクト事務局
生活協同組合コープいしかわ（白山市）
理事長スタッフ   脇坂 喜文さん

（株）Ante（アンテ）（加賀市）

代表取締役   中
な か み で

巳出 理
り

さん

出品者から一言

　当社のように、石川の食材に特化して、商品開発し
ている企業にとって待望の店舗がオープンしました。
これまでは、新商品を開発しても、取り扱ってくれる
販売店を探すまでが一苦労でしたし、催事に出店す

る場合は販売員や説明員を確保しなければなら
ず、社員の少ない企業にとっては負担になって

いました。常設のショップではそうした問題が
解消される上、消費者の皆様にとっても 1 カ
所で石川県のいろいろな商品が買えるのは便
利だと思います。これからはかがやき屋本店

で得られるお客様の声も商品開発
に反映していきたいと思います。

　当プロジェクトではこれまで能登の地域食材を
使った 8 つの新商品を開発し、3 月 15 日から県
内のスーパーなどで販売を開始します。これに先
立ち、3 月 4 日から 14 日まで、かがやき屋本店

において、5 つの商品を先行販売しました。
香林坊大和という集客力のある百貨店の中
で先行販売できることは、県内の消費者に
広く知ってもらういい機会であり、15 日か
らの販売にも弾みが付くと期待しています。

プロジェクトは今後も続きますので、新商品
が完成した際には、また利用し
たいと思っています。

出品商品
募集中！！

オープン前に行われたテープカット。 出品企業が実演販売で消費者の生の声を聞く「チャレンジコーナー」。

【お問い合わせ】
（公財）石川県産業創出支援機構　販路開拓推進部販路開拓課
TEL. 076-267-1140
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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.

安全・便利な企業向けストレージサービス

　金沢電子出版が今年2月末から新たに始めるのが、クラ
ウド型のストレージサービスである。ストレージとは、文書
や写真のデータを保存する装置や領域のこと。同社のサー
ビスを利用すれば、こうしたデータをインターネット上に保存
しておき、パソコンやモバイル端末を使って、いつでも、ど
こでも閲覧したり、編集したりできる。
　例えば外出中に顧客から問い合わせが入り、その回答の
ために社内にある資料の確認が必要な場合でも、あらかじ
めその資料をストレージに保存しておけば、スマートフォン
などからデータを確認し、素早く対応することが可能になる。
ほかにも、大容量のデータを国内外の拠点間でやりとりす
るなど、さまざまな用途を見込める。
　既存のストレージサービスには、「DropBox（ドロップボッ
クス）」など、無料で利用できるものもあるが、ビジネスで
利用するにはセキュリティ面で不安がある。というのも、社
員が個人所有するパソコンやモバイル端末で仕事をして無

料ストレージサービスを利用していた場合、端末を紛失した
り、盗難されたりした際に情報が漏洩するリスクがあるのだ。
一方、同社のサービスでは端末を紛失した場合、ストレー
ジへのアクセスを拒否することが可能で、仮に端末に文書
を保存していた場合でも、その文書を遠隔操作によって消
去できる。
　また、既存の企業向けのストレージサービスと比べ、低
価格で利用できる点も特徴の一つだ。その秘密は、無料で
提供されているオープンソースプログラムを使ってシステムを
開発していることにある。従業員100人の企業を例に取る
と、大手IT企業が提供するサービスを利用した場合、月
額15万円かかるのに対し、同社のサービスならばプランに
もよるが3万円以下に抑えることも可能だ。
　組織内で既に使っている認証システムとの連携に対応す
る点も利用者にとってはうれしいメリットだ。これまで使用し
ていたIDやパスワードを入力して一度ログインするだけで、
ストレージサービスをはじめ、組織内で使っているさまざま
なソフトウェアの利用が可能になる。

金沢電子出版はeラーニング用のコンテンツ制
作やシステム開発を手がける金沢大学発のベン
チャー企業だ。これまでは、大学や短大、専門
学校といった高等教育機関が主な取引先だっ
たが、さらに業容を拡大するため、10年前の設
立以来、培ってきたノウハウを生かし、民間企
業などからも広くニーズが見込める新規事業に
乗り出した。

クラウド生かし、新サービス開始

金沢電子出版（株）
http://www.kepnet.co.jp/
金沢市上堤町2-33　興能ビル4階
TEL. 076-213-5525

クラウドやオープンソースの活用で実績のあるメン
バーがそろう開発室

■ 代表者 佐藤 伸平
■ 設　立 平成17年8月
■ 資本金 3,000万円
■ 従業員数 23名（役員・派遣社員含む）
■ 事業内容 eラーニング用コンテンツの制作販売、 
 eラーニング用システムの
 構築・開発・導入支援など

クラウドを活用
した新サービス
で、新たな顧客
の開拓を目指す
佐藤伸平社長



5

　もちろん、サーバーなどのメンテナンスは金沢電子出版が
行うので、利用者側でサーバーやソフトを購入したり、エン
ジニアを常駐させたりする必要はない。

閲覧状況を記録できる動画配信システム

　新規事業はこれだけにとどまらない。昨年には既に新規
事業として「動画い〜じぃ」をスタートさせている。
　これは動画をパソコンやモバイル端末に配信するサービス
で、データをダウンロードしながら順次、再生していくストリー
ミング配信のほか、生放送にも対応する。
　動画配信では、「YouTube（ユーチューブ）」「Ustream
（ユーストリーム）」といったサービスが有名だが、もちろん
これらとは大きな差別化ポイントがある。それは、認証を
受けた利用者、または運営者側が指定した利用者だけが
動画を閲覧できるようにしたり、誰が、いつ、どの動画を閲
覧したかが記録され、それを確認できる点だ。
　こうした機能を活用することで、例えば、一般に公開する
にはふさわしくない動画や機密性の高い動画を組織内だけ
に配信することが可能になる。既に大学の医学教育用に、
患者や患部を撮影した動画の配信システムを納入済みだ。
また、eラーニングに組み込めば、利用者の受講状況を正
確に把握することができる。

強みはクラウドの知識やスキル

　同社がこうして新規事業に力を入
れる背景には、eラーニング事業に
続く収益の柱を作りたいとの思いが
ある。
　そもそも同社は、金沢大学がe
ラーニングを推進する中で得られた
電子教材やシステムを他大学に販売
するために、教員らが平成17年に
設立したのが始まりだ。eラーニン
グに関するシステム開発、コンテン
ツ制作、運用サポートに一貫して取
り組む企業は全国的にも珍しく、全
国の高等教育機関から受注を獲得
し、売り上げを伸ばしてきた。
　例えば、高度ながん医療を担う
専門スタッフを教育するため、北陸
3県の5大学が運営する「北陸がん
プロフェッショナル養成プログラム」

のeラーニング教材は同社の手によるものだ。また、教員
免許更新時に必要となる講習をeラーニングで提供するシス
テムは、ISICOが主催する「革新的ベンチャービジネスプ
ランコンテストいしかわ」で優秀賞を受賞し、平成21年度
から運用をスタートした。
　いつでも、どこでも、何度でも受講できるeラーニング
のメリットは多 あ々る。しかし、高等教育機関向けの市場
は決して大きいとは言えない。今後、少子化が進めば、さ
らに市場が縮小する可能性もある。そこで、同社が打ち出
したのが、eラーニング事業で培ってきた技術やノウハウを
生かし、幅広いニーズを取り込むための新規事業というわ
けだ。
　オンラインストレージサービスにしても、「動画い〜じぃ」
にしても、共通するのはクラウドを活用している点だ。同社
では、大学などで管理されている各種サーバーのクラウド
移行なども手がけたことから、クラウド活用に関する知識や
スキルが蓄積されている。同時に、オープンソースを使った
認証システムやコンテンツの配信にも豊富な実績を有する。
　同社の佐藤伸平社長は、これからも引き続き、クラウド
のメリットを生かしたサービスの開発に力を入れる考えで、
「将来的にはそうした新規事業の売り上げをeラーニング事
業と同程度にまで引き上げたい」と意欲を燃やす。
　将来、同社の中核を担う人材を育成するため、3年前か
らは新卒採用をスタート。企業力の向上を目指し、新たなス
テージに立った金沢電子出版の躍進に期待したい。

アップ
ロード

ダウン
ロード

オンライン
ストレージ
オンライン
ストレージ

取引先と
ファイル共有

ファイルサーバー
として社内で利用

アクセス
権限なし

外出先から
閲覧

DATA

● オンラインストレージサービスの概念図



「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。

6

自然な甘みをぎゅっと凝縮

　フィグログは乾燥させたイチジクを
ベースにドライフルーツやナッツを練
り込み、棒状に固めた菓子である。日

本ではまだなじみが薄いが、イタリア
ではコーヒーや紅茶に合わせたり、ワ
インと相性のよいおつまみとして食さ
れている。
　オクルスカイが作るフィグログの主
役は、ワイン醸造用に栽培したブドウ
を丸ごと乾燥させたレーズンだ。こ
れに細かく砕いた乾燥イチジクやプ
ルーン、クルミ、能登産赤ワインで煮込
んだ能登栗、石川県産のカラスザン
ショウのハチミツなどを混ぜ合わせ、一
つ一つ手作業で型に入れ、成形する。
　食べる際は、厚さ5ミリ程度の輪切
りにする。食感はねっちりとしていて、
かみしめるとドライフルーツの自然な
甘さが凝縮した濃厚な味わいが口
いっぱいに広がる。「ワインの最高の
伴侶」。同社の村山智一社長はそう
言って胸を張る。
　平成24年秋から物産展などで販
売をスタート。徐々にそのおいしさが
認められ、昨年、ISICOが香林坊大

和（金沢市）やKITTE（キッテ）（JR
東京駅前）で開催した「石川のこだ
わり商品フェア」に出展した際には、
用意していたすべての商品が売り切
れる好評ぶりだった。
　こうした物産展を通して飲食店関
係者や百貨店のバイヤーらの目に留
まり、今では、ワインバーなどの飲食
店、百貨店、雑貨店などに販路が広
がっている。
　今でこそ、人気商品に育ったが、
まったく知られていない商品だけに、
当初は販売にも苦労した。そこで同
社では、そのまま食べるだけでなく、
チーズや生ハムを組み合わせるとワイ
ンによく合うこと、ハチミツをかけると
コーヒーや紅茶のお供にぴったりな
ことを写真で分かりやすく紹介する
説明書を配布するなど、PRに努めた。
また、商品について熱心に語ってくれ
そうな店主がいる店とは積極的に商
談を進めた。

建設業から転身した村山智一社長。「地元の生産者と
連携したり、いろんな人と出会えるのが楽しい」と笑
顔をみせる

白ワイン用のブドウなどで作っ
たフィグログ（1本 100 グラム
／1,242 円）。チーズやクラッ
カーとの相性も抜群だ

醸造用ブドウを
イタリアの伝統菓子に
ワインの最高の伴侶を求めて開発

　穴水町にある3.4ヘクタールの農園で、主に白ワインの
醸造に使われるシャルドネという品種のブドウを栽培し
ているOkuruSky（オクルスカイ）。このブドウを生かし
てイタリアの伝統的な菓子「フィグログ」を商品化したと
ころ、ワインに合うと好調な売れ行きを見せている。右肩
上がりのニーズに応えていくため、今夏には加工場を新設
する計画だ。
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開発のヒントは「美味しんぼ」

　作り始めたのは、村山社長が平成
24年に人気グルメ漫画「美味しんぼ」
で、フィグログについて知ったことが
きっかけだった。
　「ブドウ畑とワイングラスの間に置
きたくなるものを作りたい」。常々そう
考えていた村山社長はまず、漫画など
に載っていたレシピを参考に試作を
開始。食品製造に関するノウハウが
なかったため、その後は料理研究家
や割烹の板長などからもアドバイスを
得ながら改良を加えた。試作や販路
開拓、パッケージ開発にはISICOの
活性化ファンド助成事業を活用した。
　調べてみると、フィグログを生産す
る会社は国内にいくつかあったが、ど
こも海外産の原料を使っていた。そ
こで村山社長は、ブドウはもちろん、
他の材料についても能登産、石川県
産、国産にこだわった。
　今後は、イチジクやプルーンの代わ
りに能登産のころ柿を使ったフィグロ
グを開発する予定だ。
　フィグログの開発と時を同じくし
て、オクルスカイでは、自社の農園で
採れたブドウや野菜のほか、地元産
の農産物を活用してワインと相性の
よい食品づくりに取り組んでいる。
　例えば、クラッカーもそのひとつ
だ。珠洲の揚浜塩田の塩が使われて
いるほか、無添加レーズンやニンジン
など県産野菜を使ったものもある。
　また、ピクルスはキュウリやニンジ

ン、ダイコン、セロリといった能登産の
野菜を自家製ワインビネガーといしる
などで味付けした漬け汁に浸してい
る。ほかにも、能登栗の渋皮煮、自社
農園産のイチゴで作ったジャム、県産
野菜の旨みを生かしたステーキソース
などを商品化している。
　フィグログをはじめ、これらの商品
は「HITOTSU（ひとつ）」のブランド
名で展開しており、今では自社の売り
上げの1割を占めるまでに成長した。

生産能力を3〜5倍に

　フィグログの売り上げは順調に伸
びており、例えば、ワインバーで同社
のフィグログを食べた人が、その後、
穴水まで買いに来ることもある。同
社のネットショップでは、個人で10本
まとめて購入する人もいる。
　現在、月に約500本のフィグログを
出荷しているが、最近では生産が追
いつかなくなり、欠品することもある
という。
　こうした現状を考慮し、同社で
は今夏、穴水町内でフィグログなど
「HITOTSU」ブランドの商品を製造
する加工所を新設する。加工所には
「いしかわ次世代産業創造ファンド」
の補助事業を活用し、乾燥機やオー
ブンを導入する。こうした設備によっ
て、作業のスピードアップを図ること
が可能になり、村山社長は「生産量を
3〜 5倍に引き上げられる」と見込ん
でいる。

　加工場にはカフェとログハウスを併
設する。カフェは通常、サンドイッチ
などの軽食とワインを楽しめる店とし
て営業し、村山社長は「料理人を招い
た食のイベントなども企画したい」と
意気込む。ログハウスは3〜 4棟を建
設する計画で、カフェと合わせ、ブド
ウ畑や能登ワインの醸造所を見学す
るツアーの拠点としても活用したい考
えだ。
　同社では現在、生産するブドウの
2〜3％をフィグログに活用している
が、今年は作付面積を1.5ヘクタール
増やすほか、カベルネ、ヤマソーヴィ
ニヨンといった赤ワイン用のブドウや
ブドウ以外の野菜、果物も栽培して、
「HITOTSU」ブランドのラインアップ
拡充に生かす予定だ。
　「お酒を飲まない人に向けた商品
も充実させたい」。村山社長はそう
話し、シャルドネをジュースやサイ
ダーにしたり、ブドウやイチジクを
そのままドライフルーツにしたり
と、新たな商品開発の構想を今日も
練り続けている。

ピクルスやクラッカー、ジャムなど「HITOTSU」ブラ
ンドの商品。ギフト用にセット販売も行っている

収穫を間近に控えたブドウ畑。能登ワインの醸造所がすぐ近くにある

鳳珠郡穴水町字鹿波ハ1-1 
TEL.0768-58-1522

■ 代表者　  村山 智一
■ 設　立　 平成2年2月
■ 資本金　 500万円
■ 従業員数　7名
■ 事業内容 ワイン醸造用ブドウ販売、農産物加工品

の製造・販売、体験型観光の企画・運営
● http://okurusky.jp/

（オクルスカイ）
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熱可塑性の材料挑戦

　炭素繊維に樹脂を含ませた「炭
素繊維強化プラスチック（CFRP）」
は、鉄と比べて軽量で高強度であり、
鉄に代わる未来の複合材として、さま
ざまな分野から熱い視線が注がれ
ている。石川県内でも次世代産業の
核としてCFRP材の一大生産・加
工拠点を目指した研究開発が活発
化しており、その一翼を担うのが、プ
レス加工を行う県内企業が加盟する
県プレス工業協同組合である。
　同組合では、約6年前からこの新
素材のプレス成形システムの開発に
着手。現在、その研究は実を結びつ
つあり、プレス加工による量産化にめ
どが付いたという。ただ、プレスの専
門家が集まる組合といえども、ここま
での道のりは平坦ではなかった。
 「CFRP材は、これまで相手にして
いた鋼材とは全くの別物だ。未知の
素材であり、手探りの連続だった」
と振り返るのは、同組合の石野晴
紀理事長だ。組合で加工を目指す
CFRP材は、「熱可

か

塑
そ

性」という、加

熱すると柔らかくなり、冷
やすと固まる特性を持
つ。現時点で広く用いら
れるCFRP材は加熱す
ると固まる「熱硬化性」
がほとんどだが、成形に
時間がかかるほか、高価
な設備が必要であるこ
とから価格が高く量産
には不向きで、利用先は航空機に使
われる部品などに限られていた。そ
の点、熱可塑性CFRP材は短時間で、
軽量かつ高強度の部品を量産化で
き、多種多様な工業製品への活用に
期待が高まっている。半面、まだ開
発途上の素材であり、加工技術も確
立されておらず、組合ではまず、加盟
企業の2社を中心として2年がかりで
データを収集し、最適な加工条件を
見極めた。
　熱可塑性という特性を持つ材料
の加工については組合企業を悩ませ
た。鉄ならば多いもので10数回のプ
レスを繰り返すことで複雑な形状に
加工できる。一方、熱可塑性CFRP
材は、材料を熱して加工する必要が
あるが、一度成形した後に再度熱を
かけると、成形が崩れてしまうため、
1工程で最終製品形状に加工しなけ
ればならない。この難題をクリアす
るため、組合企業ではISICOが事
業管理者となった経済産業省の戦
略的基盤技術高度化支援事業（サポ
イン事業）の採択を受け、県工業試
験場とともに共同研究を実施。金型
などの専門家からアドバイスを受け
ながら、いくつもの特許技術を盛り
込み、複雑な形状でも一度のプレス

で加工できる成形技術を確立した。

共同受注に向けて研修開始

　確立したプレス技術は、サーボ
モーターで金型の動きを制御する専
用機でなく、汎用機で加工でき、大規
模な投資をすることなく対応できる
点も特色だ。組合では、この技術を
組合企業に普及させるため、昨年7月
から研修会をスタートさせており、現
在、組合企業10社がノウハウの習得
に努めている。
　同組合がこの技術を武器に開拓
を狙うのが、巨大な市場が広がる自
動車産業である。「組合が窓口となっ
て、自動車部品の共同受注を目指し
ている。そのために、研修を通して各
社の加工技術を平準化したい」と石
野理事長。そんな青写真を描き、商
機を確実につかむための態勢づくり
に全力を傾けている。

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。

「地道に取り組んでくれた組合企業の
チャレンジ精神が、独自の技術開発に
つながった」（石野晴紀理事長）

自動車部品の量産を視野に
炭素繊維複合材のプレス技術確立

石川県プレス工業協同組合
金沢市鞍月2丁目3番地
TEL.076-267-2125
■ 代 表 者  石野 晴紀
■ 設 　 立  昭和34年8月
■ 出 資 金  873万円
■ 組合員数  67社
■ 事業内容   組合員の技術・技能・管理知識等の教

育、共同受注や鋼材の共同購入など

首都圏や東海などで
開かれる見本市にも
積極的に出展。その
技術力の高さに注目
が集まるという



新規問い合わせが４倍以上に
　企業のホームページは、しばしば 24 時間休まず働く営業
マンに例えられる。平成 25 年12月のリニューアル以降、ま
さに新規客を獲得する貴重な戦力となっているのが、出口
織ネームのホームページである。
　平成25年と平成26年を比較すると、閲覧者数は約1.8倍、
滞在時間は倍以上に増えるなど、多くの人がページをじっくり
と見てくれるようになった。その結果、ホームページをきっか
けとした問い合わせは月に10 数社だったものが 20〜30 社
に増加、このうち 6 〜 7 割が受注に結びついている。
　今年に入ってからは月に 50件以上の問い合わせが来るよ
うになるなど、その勢いは衰えを知らない。

大手企業との直接取引も
　リニューアルのきっかけは、同業者がインターネット上の
取引を積極化させるにつれ、同社のホームページのアクセス
数が目に見えて減ってきたことだった。「何とかしなければ」
と危機感を募らせた担当の狭間則宏さ
んが中心となり、ISICO の専門家派
遣事業を活用しながらリニューアルに取
り組んだ。
　同社の主力はジャガード織のブランド
タグ（織ネーム）だが、実はこの技術
を生かせば、お守り、ミサンガ、シュ
シュ、マフラーなど、顧客のニーズに合
わせてさまざまなオリジナル商品の開
発が可能だ。しかし、従来のホームペー

ジでは技術的な説明が中心で、どのような商品を作れるの
かが分かるようになっていなかった。
　そこで、商品ごとに大きくきれいな写真をより上位の階層
から表示するようにしたほか、商品ページを分類別に分け、
文字情報も充実させた。さらに、「お守り」「ミサンガ」等と
合わせて検索されそうな「オリジナル」「製作」「製造」な
どのキーワードも随所にちりばめた。これは、検索エンジ
ンでキーワード検索をしたときにホームページが検索結果の
上位に表示されやすくなる SEO 対策の一つだ。
　リニューアルの効果はてきめんで、優れた技術力を知っ
た閲覧者から、「織り方が複雑」「素材が多様」「色数が多い」
などといった、高い技術力が求められる商品開発の依頼が
増えた。出口勉社長は「これまで取り込めていなかった潜
在的なニーズを掘り起こすことに成功した。大手企業と直接
取引する機会が増え、受注単価も上がった」と笑顔を見せる。
　展示会や広告をほとんど活用しない同社にとって、ホーム
ページは新規客の獲得に向け、大きな役割を担う。狭間さ
んは「さらにアクセスを増やすため、今後は製作実績をどん
どん載せ、いろんなキーワードで集客できるようにしたい」
と今後もウェブにかける意気込みを強くしている。

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。

より検索されるサイト目指し、商品紹介や写真を充実

改善に取り組む前後のトップ
ページ。製作可能な商品の写真
やラインアップを掲載し、業務
内容をイメージしやすくした

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

（株）出口織ネーム
白山市鶴来本町4丁目チ25番地
TEL.076-272-3232
■代  表  者 出口　勉 　　　■創　　業   昭和25年5月
■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

入社して以降、独学でウェブ
などを勉強してきた担当の
狭間則宏さん。「ホームペー
ジはできて終わりではない。
常に変化が必要」と話す

■ ホームページドクターからのメッセージ

古倉 功一さん （㈱SEO取締役副社長）

今回はSEO的な観点での最適化やお問い合わ
せ数を増やすためのアドバイザーとして参画しま
した。文中にあるキーワードに関してはAdwords
キーワードプランナーを用いて検索ニーズがある
キーワードを洗い出したものを、より検索エンジンにアピールできるよ
うに、そして検索キーワードに対する答えとなるように助言しました。
自社で扱う商材がどんなキーワードで検索されるかを、お客様（閲覧者）
の立場で考えてみることも重要と言えるでしょう。

ビフォー アフター

9



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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専門家のアドバイス生かし
不良率を0.1％以下に

　アルミニウムを用いて表面を処理す
るアルマイト加工や亜鉛メッキなどを
得意とする中島メッキ工業にとって、
不良率の低減は絶えず追求してきた
課題である。なぜなら、同社が手がけ
る表面処理は最終製品を作るための
途中の工程であり、社内で加工するも
のはすべて、顧客から一時的に預かっ
ている状態と言えるからだ。当然、処
理後には返却しなければならず、取り
扱いには細心の注意が求められる。
不良率が極端に上がれば会社の信頼
にもかかわり、契約によっては発生し
た不良品の数だけ実入りが減る場合
もある。
　企業経営に直結するこの課題を改
善するため、同社では平成22年から3
年間、ISICOの専門家派遣制度を
活用。経営体質強化や業務改善など
に関する専門家からのアドバイスを生
かし、不良が発生した際には原因を突

き止め、根本から解決策を探る
体制を築いたり、5S（整理、整
頓
とん

、清掃、清潔、しつけ）活動を
実施したりするなど、さまざま
な取り組みに力を注いだ。
 「指導いただいたことのすべ
てを実践できているわけでは
ないが、整理・整頓を心がける
など、社員の意識は確実に変
わってきた」と中島秀明社長。
従来0.4 〜 0.5％だった不良率
は現在、0.1％以下にまで下がっ
ており、その効果は数値にはっ
きりと表れている。

　不良率の低減を進める理由は、経
営体質の強化だけが目的ではない。
同社では、自動車部品のメッキ処理を
行う第2工場で平成21年にISO14001
を取得し、以来、環境に配慮した生産
体制の整備に努めてきた。不良率の
改善もその一環であり、無駄な処理
を減らすことで薬品や電気、水の使
用量の削減につなげている。
　同社では一層、環境にやさしい企
業を目指す取り組みも活発だ。従来
は六価クロムを使用して亜鉛メッキ
を行っていたが、ヨーロッパを中心に
毒性の強い六価クロムの使用が禁止
となり、現在代替として三価クロムを

使用した亜鉛メッキを進めている。
「ただ、三価クロムもクロム化合物で
ある。クロム化合物を使わず、人体や
環境にやさしいノンクロム亜鉛メッキ
処理技術を導入中で、この処理がで
きる企業は全国でも少なく、今後はこ
の技術をお客様に売り込んでいきた
い」。中島社長はこう話し、“環境”
をキーワードにした事業展開に活路
を見出している。

環境にやさしい
ノンクロム処理に力

中島メッキ工業（株）
金沢市湊1丁目93番地11
TEL.076-238-4124

■ 代 表 者  中島 秀明
■ 設　　立 昭和40年4月
■ 資 本 金  3,000万円
■ 従業員数 40名
■ 事業内容  亜鉛メッキや各種電気メッキ、 

 アルマイト処理など

中島メッキ工業では、自動車部品を中心に多種多様な製品の
メッキ処理を手がける

「ISICOの設備貸
与制度を利用し、
水処理用のろ過
機や凝集沈殿槽な
ども導入した。支
援制度は使いやす
く、とても助かって
いる」（中島社長）

経営体質強化や
5S活動を展開



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。
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　各種ソフトウェア開発を手がける
エヌジェイシーは昨秋、自己分析支
援アプリ「ビジネス・スタイル・クリニック

（BSC）」を開発した。
　使い方はいたって簡単で、例えば

「今の仕事に希望が持てるか」「い
つでも自分を愛せるか」など、仕事や
自分自身に関する60の質問に対し、
5つの選択肢から当てはまる答えを
選ぶだけ。回答結果は、「有能性」

「創造性」「自己理解」「自己尊重」
など、12の指標について、それぞれ
数値化し、グラフによって“見える化”
する。
　結果を見れば、自分の強みや弱
み、仕事との向き合い方が把握でき
るため、よりよい働き方を見つけるた
めの手がかりとして活用してもらうの
が狙いだ。
　アプリ上では診断結果に対するア
ドバイスは得られないが、専門のカウ
ンセラーによるアドバイスを別料金で
受けることもできる。
　アプリは「App Store」「Google 
P lay」「Vector」といったデジタル
コンテンツ販売サイトから1本300円
で購入可能で、スマートフォンやタブ
レット端末、パソコンで利用できる。

　BSCのベースとなっているのは、
心理学を専門とする津田塾大学の
教授が構築した理論である。キャリ
アカウンセラーとして企業で社員研
修などにあたる（株）ライフライン（金
沢市）の山本明夫常務は約20年前
からこの理論を社員研修に取り入れ

ており、山本常務と親交のあったエヌ
ジェイシーの山﨑康智社長が「アプ
リにすれば、より多くの人に利用しても
らえる」と考え、システム開発に取り
組んだ。
　従来、人事考課用に個人の成
果を評価するシステムはあったが、
BSCは個人の内面を客観的に評価
し、見える化する点で大きく異なる。
　昨年10月に出展した展示会で披
露したところ、「最近の若者は何を考
えているのか分からなくて」と悩む
企業経営者から高い評価を得た。
そこで、現在は今年7月に企業版をリ
リースしようと改良を進めている。
　企業版では企業のサーバーにシ
ステムを組み込む、あるいはクラウド
を活用して、サービスを提供する。
社員に診断を受けてもらうことで、例
えば、チームワークで取り組む仕事
が苦手な社員などに対し、診断結果
を社員と上司が共有して原因を探
り、今後の人材育成に役立てること
ができる。
　定期的に実施すれば、経時的な
変化を確認することも可能で、社員
の成長度合いや人材育成プランの
有効性の測定にも役立つ。
　日本語版と合わせ、英語版も同時
にリリースする計画で、ライフライン

が企業向けに提供する社員研修で
も活用する。
　山﨑社長によれば、理美容院向
けの顧客管理システム、弁当などの
宅配サービス用販売管理システム
では、ここ数年、日本一の売上本数
を誇るというエヌジェイシー。人材育
成はどの企業にとっても、重要な課
題と言えるだけに、BSCには、これ
らに続く新たなヒット商品として期待
がかかる。

（株）エヌジェイシー
金沢市入江2-28第一ビル605 
TEL. 076-287-5097
■ 代表者 山﨑 康智
■ 設　立 平成22年3月
■ 資本金 100万円
■ 従業員数 3名
■ 事業内容 業務用システムの受託開発、パッ

ケージソフトの開発・販売など
■  http://njcweb.net/

働く人の内面をアプリで診断
企業向けも7月にリリースへ

経営者から高い評価
人材育成のツールに

60の質問に答え、
強み、弱みを顕在化

エヌジェイシーの山﨑康智社長（右）とライフラインの
山本明夫常務。BSCに加え、北陸初のSNSを利用
した求人サイト「就職最前線」の開発にも共同で取り
組んでいる

自己分析支援アプリ「ビジネス・スタイル・クリニック（BSC）」の診断結果イメージ
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　ISICO は 2 月 10 日、加賀電子（株）（東京都）の創業者で、
代表取締役会長の塚本勲氏を招き、「～一流企業に学ぶ事業
拡大の秘訣～ “ おこぜ流 ” 経営学」というテーマで講演会を
開催しました。会場には革新的ベンチャービジネスプランコ
ンテストいしかわの歴代ファイナリストなど約 100 名が集まり、

塚本氏の講演に耳を傾けました。講
演の後には、ファイナリストらによる1
分間スピーチが行われ、自分たちの事業の内容やこ
れからの意気込みなどを語りました。その後、塚本
氏を交えた交流会が行われ、活発な情報交換が行
われました。

石川のベンチャー企業にエール
加賀電子（株）会長講演会

ファッションとデザインの合同展示
会「rooms30」

「Good Morning ISHIKAWA」のワンシーン

ISICO と公益財団法人石川県デザインセンターは、
本県における伝統産業の新たな販路開拓支援（伝
統産業戦略的マーケットイン支援事業）として、
2 月 17 日～ 19 日の 3 日間、国立代々木競技場第
一体育館で開催されたファッションとデザインの
合同展示会「rooms30」に初出展しました。

　この展示会では、2012 年 9 月から「日本の活性化」をテーマに日本の伝
統工芸や地場産業を特集するエリアが設けられ、県内の伝統産業を内外に
PR する絶好の機会であったことから、今回、県内の伝統工芸関連企業 7
社と共に出展することとなりました。会期中は国内外のバイヤー・プレス関
係者等、約 1 万 8 千人が来場し、活発な販路開拓が行われました。

石川の伝統工芸を全国に発信
ファッションとデザインの合同展示会rooms30出展

　全国各地の映像関連団体などが加盟す
る（一社）全国地域映像団体協議会による
全映協グランプリ 2014 in 幕張が昨年 11 月
20 日に開催されました。全国から集められ
た優れた映像を表彰するこのイベントにお
いて、（株）アドマック（金沢市）の制作した

「Good Morning ISHIKAWA」が CM・キャンペーン部門で最優秀賞を受賞しま
した。この映像は、県内コンテンツ産業の活性化のために ISICO と県が実施
する「石川新情報書府ビジネス支援事業」で採択されたもので、現在、映像
は動画サイト「youtube」で公開されています。

石川新情報書府作品が全国規模のコンテストで評価
（株）アドマック制作の映像が全映協グランプリで最優秀賞受賞

　今回「サイトにかける情熱」で取材し
た出口織ネームさんは、その独自の技
術を生かして、ゲーム用のマウスパッド
を作っているそうです。ゲームが好きで
よく遊んでいる僕にはとても気になるア
イテムです。ゲーム用マウスパッドという
と、あまり耳馴染みのないものですが、
マウスを使って素早く正確にマウスポ
インタを動かすようなゲームに役立つ
とのことです。このマウスパッドを使え
ば、素早くマウスを動かしたときに「マ
ウスポインタがどこか変なところに飛
んでしまった！」というような事態が格
段に減るのだとか。超本格的にゲーム
に取り組んでいる人の中には“0.1秒が
命取りになる”なんて人もいるそうなの
で、そういう人にはとてもいいアイテム
かもしれません。また、ゲームをプレイ
して得た賞金などで生活する“プロゲー
マー”という存在も日本を含む世界のあ
ちこちにいるそうなので、そのような人
からも需要がありそうです。海外の人に
県内企業の技術で作った製品が注目
されたら、と考えるとわくわくしますね。
（ケンショウ）

金沢市出身で24 歳
の時に加賀電子を創
業した塚本勲会長

事業拡大の秘訣などについて意見
を交わした交流会

URL      https://www.youtube.com/watch?v=teq97Wgs_qA&feature=youtu.be


