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02 巻頭特集

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

北陸の魅力生かした新商品開発へ
産地や業種を越えた連携をサポート

ISICO は北陸 3 県の伝統工芸、食品事業者の
連携強化を図る「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」に取り組
み、企業視察やセミナー、マッチング商談会を
開催しました。詳しくは巻頭特集をご覧ください。
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■   バイヤー企業 9 社が 3 県の 52 社と商談

　商談会は、首都圏からバイヤーを招き、北陸 3 県の伝
統工芸、食品事業者が自社商品の販路開拓を目指すほか、
例えば「石川の地酒と富山の酒器を組み合わせた商品」な
ど、他産地、他商材とのコラボレーションについてアドバイ
スを得ることを目的に開催しました。
　北陸新幹線の開業に伴い、北陸への関心が高まっている
ということもあり、商談会にはセレクトショップのビームス、
通販大手のディノス・セシールおよび「家庭画報」を発行す
る世界文化社など、9 社 13 名が参加。北陸 3 県からは事

前に申し込んだ企業のうち、あらかじめバイヤーが選定した
52 社が、それぞれ1〜4 社のバイヤー企業と個別の商談
に臨みました。
　合計106 件行われた商談では、例えば輪島塗を手がけ
る企業に対し、通販会社のバイヤーから「40 〜 60 代と本
物を求める年齢層を対象顧客としているので、ぜひ取り上
げたい」といったように、多くの引き合いが寄せられました。
また、セレクトショップのバイヤーが食品メーカーに「新幹
線開業に合わせたイベントで商品を置きたい」と要望するな
ど、開業を契機とした取引増加を予感させる声も聞かれまし
た。

ISICOは今年度、経済産業省の地域新成長産業創出促進事業費補
助金に採択され、「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」に取り組んできました。これは、新商品の開発や商
品の魅力アップに向け、北陸3県の伝統工芸、食品事業者の連携強化
を図る事業で、（公財）富山県新世紀産業機構、（公財）ふくい産業支援
センターとも協力しました。昨年10月のキックオフセミナーを皮切り
に、3県の企業や工房の視察、専門家を招いたセミナーを行ったほか、
2月26日には金沢都ホテルで販路開拓マッチング商談会を開催し、
全国展開の可能性や連携策を探りました。

上：	（株）箔一（金沢市）を視察し、金箔を使っ
た工芸や食品について理解を深めました。

中：	（有）武蔵川工房（富山県高岡市）でアワビ
などの貝を薄く切って漆器に貼り付ける青
貝加飾について学びました。

下：	越前打刃物を手がける（有）龍泉刃物（福井
県越前市）を視察しました。

首都圏からバイヤーを招いて行った商談会

産地や業種を越えた
連携をサポート

北陸の魅力生かした新商品開発へ
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
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　他産地、他商材とのコラボレーションに関しては、
漆器業者に対し、セレクトショップバイヤーが首都圏で
の販売を視野に「商品の質はもちろん、最近はパッケー
ジの重要性が高まっている。商品を上質な和紙で包む
など工夫してはどうか」といった、具体的な提案をしま
した。
　一方、「ブランドイメージが定着していない段階で、
唐突に異素材を取り入れた商品を作るとダメになるケー
スも多いので注意してほしい」（セレクトショップバイ
ヤー）とアドバイスを送るケースもあり、参加企業にとっ
ても大いに参考になったようです。

■  ネットワークづくりや学びの機会を提供

　北陸 3 県に共通する特徴と言えるのが、伝統工
芸と食に関する地域資源が集積している点です。多
種多様な伝統工芸は地域の誇りであり、新鮮な食材
と豊かな食文化は、和食の世界無形文化遺産登録も
追い風となり、国内外から注目されています。
　これらを有機的に結びつけ、地域経済の活性化に
つなげるのが本事業の狙いであり、商談会に先駆け
ては、産地や業種の枠を越えてネットワークづく
りの場を提供しようと、「知る」「学ぶ」「つながる」
の 3 本柱を軸に、企業視察や専門家によるセミナー
を催してきました。
　昨年 10 月、県内で開催したキックオフセミ
ナーでは、日本の魅力再発見をテーマにした雑誌

「Discover Japan」の編集長による講演のほか、北
陸 3 県の伝統工芸、食品事業者によるパネルディ
スカッションが行われました。
　11 月から 12 月にかけては福井県、富山県、石川
県の企業や工房を訪ねる視察会を実施。700 年の伝
統を誇り、近年ステーキナイフなど新たな商品づく
りにも挑戦している越前打刃物、アイスクリーム専
用スプーンで話題を呼んだ高岡銅器のメーカーなど
へ足を運び、連携の可能性を模索しました。
　今年 1 月、2 月には地域ブランドの構築や伝統工
芸品の販売、海外展開に詳しい専門家を招いたセミ
ナーを福井と富山で開き、学びの機会を提供しまし
た。
　今回の事業は言ってみれば連携への種まきです。
具体的な芽が生まれ、大きく育つよう ISICO では
これからも継続的な支援に取り組みます。

※ 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。

「各地の技術を組み合わせることで可能性がさらに広が
る」と話す井波人哉社長。

　ハンドメイドの時計を企画、製作するシーブレーンでは、富山
県高岡市で鋳物製造を手がける（株）能

のうさく

作（富山県高岡市）とコ
ラボレーションし、新シリーズ「合 – awase」を開発しました。
これは、シーブレーンが漆塗りや蒔

ま き
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、金箔、日本画を描
くのに使われる岩絵の具で彩った文字盤に、能作が鋳造した錫

す ず

と
銀の合金ベルトを組み合わせた商品です。板状のベルトは手で曲
げられるほど柔らかく、リング状に丸めて腕にはめます。
　今年 2 月にウェブショップでの販売をスタートしたほか、4
月からは東京の百貨店に常設されている能作の店舗でも販売され
ます。

　シーブレーンの時計は従来、革製ベルトを使ってきましたが、
汗や水に弱いため、かねてから金属製ベルトの採用を模索してき
ました。開発の端緒となったのは、シーブレーンの井波人哉社長
が、能作が作った錫製の箸置きを購入したことです。人の手で曲
げられる特性を知った井波社長はその後、能作に協力を打診し、
連携が実現しました。
　ISICO の活性化ファンド補助事業を活用して取り組んだ開発に
は約 2 年を要しました。課題のひとつは錫 100％で作ると柔ら
かすぎて、腕を振った拍子に外れてしまうことでした。そこで、
0.1％単位で銀を混ぜながら柔らかさを調節。試作を繰り返した
結果、錫 97％、銀 3％という現在の比率にたどりつきました。
　もうひとつの課題は合金ベルトを曲げたり、伸ばしたりするう
ちに亀裂が入ることでした。「なかなか解決策が見つからず諦め
かけたこともあった」（井波社長）ものの、成型後に圧延すること

で、使い続けても亀裂が入らない良品を作る
ことができました。
　「加賀藩でも京都などから名工を呼んで工
芸を発展させた歴史がある。石川だけにこ
だわらず、全国各地の技術をつなぎ合わせ
て、いい商品を作りたい」と話す井波社長。
ISICO の北陸地域資源活用ネットワーク構築
事業に参加し、福井の木工企業を視察するな
ど、新たなパートナーを探し続けています。

和の腕時計に合う金属ベルト
富山県の鋳造技術で実現

石川と富山の企業が、
それぞれ得意とする
技術を生かして新開
発した腕時計。

石川にこだわらなくていい
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■ 代  表  者 井波 人哉　　
■ 創　　業 平成6年11月
■ 資  本  金 500万円
■ 従業員数 4名

■ 事業内容
　 ハンドメイドによる時計の企画、
　 製作、販売

 （有）シーブレーン
金沢市涌波1-9-5  TEL.076-260-7123

http://www.cbrain.co.jp/事
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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.

五感を活用した切削加工で
航空機エンジン部品を受注

Case.1

（株）大徳鉄工 河北郡津幡町旭山21-1
TEL.076-289-3111

■ 代表者 林　範隆
■ 創　業 昭和45年8月
■ 資本金 1,000万円
■ 従業員数 13人

航空機部品に加え、発電
所のガスタービン部品、化
学プラント部品なども受注
し、業容を拡大する林範
隆社長。

■ 事業内容 重電機器部品、航空機部品、
産業機械部品等の切削加工

優れた品質を実現し、
IHI からお墨付き

　大型部品の切削加工を得意とする大徳鉄工は、平成
19 年から航空機に搭載されるエンジン部品の加工を手
がけ、業容を拡大している。
　同社が加工するのは、航空機エンジンの大手、
（株）IHI（本社・東京）に納めるファンケースと呼ばれる
部品だ。外気を吸入し、燃焼部に送り込むためのファン
の周りを覆うリング状の部品で、切削の難しいチタンで
作られている。直径は1.6メートルと大きく、公差（※）は

わずか100 分の 3ミリに過ぎない。
　同社は 8 年間で、1,130 個のファンケースを納品してお
り、林範隆社長は「不良やクレームは一度もない」と胸
を張る。こうした実績が認められ、「昨年10月には IHI
の『品質システム優良適合証』をいただいた」とのこと。
これは IHI が示す品質管理要求事項を満たした協力企
業に与えられるもので、従業員規模が十数名の企業が
取得できるのは極めて珍しいケースだ。

　　　　　　　　　　    　（※）加工時に許容される寸法の誤差

 “赤本”がつなぐ縁
受注は1本の電話から

　これまで接点のなかった大手メーカーから規模の小さ
な地方の企業に声がかかったきっかけは、ISICOが毎
年発行している「石川県受注企業名簿」にある。表紙
が赤いことから通称 “赤本 ”と呼ばれるこの名簿には、
新規受注に前向きな県内の優秀受注企業約 350 社の
概要や設備が紹介され、全国の発注企業約 2,700 社に
配布されている。これを見た IHIの調達課長が電話を
かけてきたのだ。
　聞けば、関東から九州に至るまで、15 社ほどに試作
を依頼したものの、満足のいく加工ができず、困ってい
るとの話だった。大徳鉄工ではちょうどファンケースの
加工に適した立旋盤の導入を予定していたことから、試
作を受諾。その結果、調達課長が望んでいた品質を実
現し、受注にこぎ着けた。
　では、多くの企業が失敗した加工を成功させた秘密
はどこにあるのだろうか。この点について、林社長は「チ
タンをはじめ、超硬合金を加工するには人間の持つ五
感、感性がものを言う」と話す。
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133色そろえた
石川県産水引を開発

Case.2

（株）自遊花人
http://www.jiyukajin.net/

金沢市清川町7-9
TEL. 076-244-6441

■ 代表者 廣瀬 由利子
■ 設　立 平成23年9月
■ 資本金 100万円
■ 従業員数 10人

「人と人を結ぶ水引の精神
的なものを受け継ぎなが
ら、新たな形、デザインを
追求していきたい」
（廣瀬由利子社長）。

■ 事業内容 水引装飾品（アクセサリー、
インテリア小物など）の製
造・販売

　一例を挙
げて説明し
よう。硬い
素材を切削
した 場 合、
鉄などの素
材を加工す

るのに比べ、刃物は早く切れ味が悪くなる。そのまま加
工を続ければ、さらに刃物は劣化し、品質不良につながっ
てしまう。品質を保つには、削っているときの微妙な音
の変化を聞き分けて、刃物を新品に取り替える必要があ
る。このように五感・感性を駆使しながら加工することで、
優れた品質が実現されるというわけだ。
　また、林社長が「どんなに難しいものでも、頭を使え
ば必ず加工できる。絶対にあきらめない」と話すとおり、
品質向上に向け、治具などに、粘り強く創意工夫を重ね
る点も理由のひとつと言えるだろう。

納期遅れ許されず
プレッシャーひしひし

　航空機関連の仕事が会社の柱に育ってくる中、林
社長がひしひしと感じているのが社会的な使命感やプ

レッシャーである。ちょっとした不良も大事故につながる
可能性があるため、いくら品質に万全を期しているとは
いえ、「どこかで航空機が事故を起こしたと聞けば肝を
冷やす」（林社長）という。
　また、航空機部品に使われる材料はオーダーメイドさ
れた特殊合金であり、市中でたやすく手に入る代物で
はない。もしも、大徳鉄工が加工を失敗すれば、新た
に材料を入手するには長期間待たねばならず、それだけ
後工程にしわ寄せがいくことになるのだ。
　そうならないよう、同社では先ほど述べたような工夫
のほか、人はミスするものという前提に立って複数の社
員によるチェック体制を築くなどして、失敗を防いでいる。
　林社長は今後について「航空機部品の売り上げを
現在の10％から 30％にまで引き上げたい」と述べ、
ISICOが主催した「受注開拓懇談会」で得た県外大手
企業との人脈を生かし、ディスクと呼ばれる部品の受注
を目指している。
　ディスクとはエンジンでも高温の燃焼ガスを噴出させる
場所に取り付けられる部品であり、インコネルという特
殊な合金が使われる。加工はさらに難しくなるが、林社
長は「難度が上がるほど、加工には感性が要求される。
それだけに当社に十分勝機がある」と自信を見せている。

長さは規格サイズを
大幅に超える 200 メートル

　金沢を代表する伝統工芸のひとつに水引細工がある。
ただ、その材料となる水引は、これまで県外産に頼って
いたのが実情だ。「日常的に楽しめる水引」をコンセプ
トに、水引細工を取り入れたアクセサリーやインテリア、
調度品などを手がける自遊花人では、今年2月、さまざ
まな特色を盛り込み、オリジナルの石川県産水引「四季
の糸」を開発した。
　従来品との大きな違いとしてはまず、豊富なカラーバ
リエーションが挙げられる。同社がこれまでに扱ってき

ファンケースの加工に使われる立旋盤。大企業の系列に属さ
ない工場としては珍しく13 台もの立旋盤を保有する。
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プレミアム石川ブランド認定製品の水引装飾バッグ「きよら」。
バッグの素材や色に合わせ、さまざまなタイプの糸をあしらう。

豊富なカラーがそろう四季の糸。ラメやパステル系など、さまざまな種類を開発した。

た水引は、メーカーや種類の違うものすべてを合わせて
も100 色ほど。それに対して、四季の糸は、紙をよった
芯にポリエステル糸を巻き付けた「飾り糸巻き水引」と
言われるタイプで、糸を変えることで133 色を製品化し
た。これにより、従来はあまり見られなかった茶系やオ
レンジ系、紫系なども豊富にそろい、細かなグラデーショ
ンを描いた作品も制作できる。「製品名のとおり、新緑
や紅葉、冬景色など、色彩にあふれる古里の四季を水
引で表現できる」と、廣瀬由利子社長は胸を張る。
　また、通常の水引は規格の長さが約 90 センチとなっ
ているが、四季の糸は 1本の長さが約 200メートルと
従来品とは桁違いのサイズだ。ボビンに巻かれた状態
で納品され、好みの長さに切って使うことができるので、
数メートルにもなる大型の作品制作にも適している。

ビジネスコンテスト参加で
製品開発に光明

　同社が独自の水引開発を思い描くようになったのは、
およそ 5 年前からだ。結納飾りやご祝儀袋だけでなく、
多岐にわたる製品への細工を手がける上で、従来の水
引の種類では表現に限界を感じたためである。加えて、
気に入った色でも市場全体で見ると需要があまりなく、
注文時に廃番になっているケースも一度や二度ではな
かった。
　このため、小ロット多品種の水引を求めていたものの、
製造に関するノウハウはなく、開発は何年間も足踏み状
態だった。光明が差したのは、平成 24 年に 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」に参加
したときだっ
た。「水引を
インテリアや
建築内装材
などに使いた
い」 と、 伝
統工芸の新
たな活用策を
訴えた廣瀬
社長は見事、女性初の最優秀起業家賞を獲得。ISICO
の集中支援を受ける中で県工業試験場とパイプができ、
さらに繊維メーカーの（有）小山カバーリング（かほく市）
とも結び付きを強め、産官連携で開発にあたった。
　自遊花人が色の選定などを手がける一方、小山カバー
リングでは飾り糸巻き水引の糸を巻くための専用機を開
発し、何度も試作品を製作。工業試験場でテストを行い、
求める水引を追求していった。「完成品の品質にとても
満足している。県外産は糸のダマ（糸がきれいに巻かれ
ず部分的にまとまってしまったもの）や巻き損じなどで
100 本中何十本も返品することがあるが、四季の糸は不
良率が少ない」と廣瀬社長は語り、石川のものづくり技
術の高さに感嘆の声を挙げている。

さらなる品質向上で
建築分野進出を加速

　多彩な表現を可能にする水引が完成した今、同社で
はそれを生かした作品制作に意欲を見せる。社屋 1階

のギャラリーを訪れれば、そこには133 色
のペンダントがずらり。水引の伝統的な結
び方「あわじ結び」をあしらい、平成 26
年度プレミアム石川ブランド製品に選ばれ
た水引装飾バッグ「きよら」にも、四季の
糸を用いてさまざまなデザインを施してい
る。
　並行して、一層の品質向上にも知恵を
絞っており、難燃性の水引の開発を進め
ているところだ。「燃えにくい素材になれ
ば、建築内装材としてより使いやすくなる。
水引を壁や床、天井などのアクセントとし、
空間に彩りを加えたい」。廣瀬社長はこう
意気込み、水引の新たな可能性を模索し
続けている。
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成約率は約8割
　「ホームページのない会社は、この
世に存在していないようなもの」。創業
から約280年を数える乙丸寝具の代
表者である乙丸喜久二さんの息子であ
り、12代目の乙丸屋久兵衛さんはそ
う話し、ホームページの充実に力を注
いでいる。
　現在、ホームページでメイン商材とし

て打ち出しているのが、オーダーメイド枕だ。しかし、単にホー
ムページで売るというわけではない。この枕の寝心地を実際に体
験できるサービスを始めるとともに、ホームページ上で予約でき
るようにすることで、実店舗への来店を促すことを狙ったものだ。
予約をして来店した客は、カウンセリングや体のサイズの計測を
無料で受けることができるほか、そのデータをもとに寝姿にフィッ
トした枕を作り、その場で使用感を試すことができる。
　1カ月に約40件の予約が入り、このうち約8割が購入する
そうで、枕をきっかけに、オーダーメイドマットレス、羽毛布
団などの販売にもつながっている。後日、家族の分を購入に
訪れるケースも多い。

“選択と集中”を進める
　9年前に家業を継いだ乙丸屋さんが、ホームページを立ち
上げたのは平成 23年にさかのぼる。当初は完成度が低く、
会社案内の域を出ていなかったが、ISICOの専門家派遣
制度を活用しながら、リニューアルに取り組んだ。
　というのも、「ウェブ戦略で先行する地元の同業他社に対
抗するには“選択と集中”を進める必要があった」からだ。
そこで、アクセス解析を行い、メイン商材をライバルが少な
いオーダーメイド枕に絞った。もちろん、商品力に自信があっ
たことは言うまでもない。そして、店の魅力を伝え、実際に
足を運んでもらうための仕掛けとして、ホームページ上に枕な
ど寝具に関する情報を充実させたり、枕を作るための身体
計測などのサービスを開始したりした。
　また、ランディングページ（※）を縦長に情報が連なるロングペー
ジとし、伝えたい情報をまとめて読んでもらえるようにした。こ
うした工夫を重ねた結果、同社のホームページは、「枕」と「金
沢」でキーワード検索するとトップに、「オーダー枕」でも上位
に表示されるようになり、来店数は従来の4倍に増えた。
　ところで、乙丸屋さんがホームページの作成にあたって大
事にしていることが2つある。ひとつは商品の「価値」を伝
えることだ。価値を理解してもらえれば満足度を高まり、多
少値が張っても購入してもらえる。
　もうひとつは正直に商売する姿勢である。「寝具は中身の
分からない商品。それだけに安心、信用してもらえるように
したい」という姿勢が顕著に表れているのが、自ら書いて
いるブログだ。眠りに関して優しい語り口で解説するブログ
からは、誠実な人柄がにじみ出ている。
　今後はブログにとどまらず、商品の画像や文章なども自身
でアップできるようにシステムを簡易化し、更新頻度を上げ
ていく計画だ。来店者数の一層の増加に期待がかかる。

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。

オーダーメイド枕の体験予約で
1カ月に40人を誘客

［ オーダー枕・ふとん・寝具なら石川県金沢市のオトマル寝具 ］
http://otomal.net

乙丸寝具 （株）金沢市有松2-5-35  TEL.076-244-0004

■代  表  者 乙丸 喜久二　　■創　　業   元文元年（1736年）
■資  本  金   1,000万円　　■従業員数 5名
■事業内容 寝具の販売

睡眠健康指導士の資格を取得
し、眠りと寝具についてアドバイ
スする乙丸屋久兵衛さん。

店舗に新規客を呼び込
むツールとして大活躍し
ているホームページ。

■ ホームページドクターからのメッセージ

遠田幹雄さん（（株）ドモドモコーポレーション代表取締役）
平成 24年頃は雑誌媒体等からの集客が中心で、
ホームページを活用した来店誘客方法に切り替えよ
うと取り組みました。まずアナリティクスによるアク
セス解析や、GRCを使った重要キーワードの順位
チェックなどの分析方法を知ってもらい、仮説検証
で対策を自分で考えていくという自主運営を提案。

予約フォーム改善、お客様の声拡充などに取り組むことができました。
その後も自主的に改善を進めていくことで成果につなげた好例ですね。

（※）ユーザーが広告や検索によってサイトに訪れて、最初に見るページ



「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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海外でも販売へ

　ソムリエナイフはワインボトルの口
を覆うキャップシールをはがしたり、
コルク栓を抜いたりするために使わ
れ、ナイフやコルク抜きのスクリュー
部分が折りたためるようになってい
る。
　ハルテリベイマが開発したのは、
フランスの洋食器・刃物メーカー
SCIP社が作るソムリエナイフのトッ
プブランド「シャトー・ラギオール」の
木製の柄に、輪島塗職人が塗りや加
飾を施したものだ。第一弾として、朱
漆に桜、黒漆に蝶、溜漆に昇り龍を
描いた3種類が完成している。
　同社が運営する輪島塗の通販サ
イト「流派輪島」のほか、シャトー・ラ
ギオールの日本代理店である日本ク
リエイティブ（株）（東京都）を通じて
今春から日本全国で販売される予
定だ。
　安原代表は海外への販路開拓に

も意欲的で、日本クリエイティブを通
じて、世界各国にあるシャトー・ラギ
オールの販売店にも取り扱いを働き
かけていく。既に「早く本物を見せ
てほしい」など、外国の販売店からも
問い合わせが寄せられている。
　ラインアップを拡充するため、さら
に6種類のデザインを商品化する予
定で、オーダーメイドの要望にも応じ
ていく。
　安原代表は「ワイン愛好家の中に
は、ソムリエナイフをコレクションし
ている人もいる。輪島塗の魅力をよ
り多くの人に知ってもらうきっかけに
なれば」と話し、年間120本の販売を
見込んでいる。

直談判で制作許可

　開発のきっかけとなったのは、流
派輪島でオリジナルの商品を販売
したいとの思いだった。平成23年に
オープンしたこのネットショップで

は、これまで安原代表が目利きし、
消費者に自信を持って薦められる
輪島塗を扱ってきたが、独自企画の
商品を制作したことはなかった。
　転機となったのは、2年前に同社
が輪島市内で多彩なのどぐろ料理
とともにワインを提供する居酒屋「の
どぐろ屋」を開店させたことだった。
その店を営業する中、ワインを開けよ
うとした安原代表が「漆を施したソ
ムリエナイフは見たことがない」と、
ふと思いついたことから商品化を企
画した。
　開発のベースとして選んだのが
シャトー・ラギオールである。このソ
ムリエナイフは、優美なデザインに、
プロのソムリエを満足させる機能性
と耐久性を兼ね備えた逸品で、世界
ソムリエコンクールの優勝者が自身
のオリジナルモデルを作成すること
でも知られる。
　安原代表は「輪島塗ほどの価値の
あるものとコラボレーションするな

トップブランド「シャトー・ラギオー
ル」をベースに開発した輪島塗の
ソムリエナイフ。1本8万円。

フランス製の一流品とコラボレーション
輪島塗のソムリエナイフを商品化

輪島塗や輪島産の珍味などを販売するネッ
トショップを運営するほか、輪島市内で飲食
店を経営するハルテリベイマ。能登半島地
震を契機に地元へとUターンしてきた安原
信治代表は、プロデューサーとして輪島が誇
る地域資源の発信や魅力アップに精力を注
いでいる。昨年12月には、オリジナル商品と
して輪島塗のソムリエナイフを開発し、日本
のみならず世界に販路を広げようと、準備を
進めている。 
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ら、使用するのは一流のソムリエナイ
フでなければならない」と考え、自ら
日本クリエイティブに足を運んで、コ
ラボを持ちかけた。その熱意が認
められ、商品に付けている3年保証
がなくてもよければという条件で、
制作許可を受けた。
　制作は、加

か

波
ば

次
じ

吉
きち

漆器店（輪島
市）に依頼した。
　ベースとなるシャトー・ラギオール
のソムリエナイフは、金属と木製の
柄が組み合わされた商品で、金属と
柄の接合部は段差がないように仕
上げられている。そのまま漆を塗っ
たのでは、その分だけ厚みが増し、
段差ができてしまう。そのため、漆
の厚みを見越して、あらかじめ柄を
削っておくなど、美しく仕上がるよう
工夫した。柄だけを外すことはでき
ないため、作業には、一層の繊細さ
が求められた。

ギターやお守りも商品化

　輪島塗のオリジナル商品はこれだ
けにとどまらない。ソムリエナイフと
ほぼ同時に開発してきたのが輪島
塗ギターである。
　発端となったのは、安原代表が中

学時代に大ファンだったイギリスの
ギタリスト、ジェフ・ベックさんが金沢
で公演するという情報を聞きつけ、
ぜひ使ってもらおうと企画したこと
だった。ベックさんが愛用するギター
メーカー、Fender社の日本代理店
である（株）神田商会（東京都）から
協力を取り付け、具体化した。ギター
は昨秋に完成。昨年11月に東京ビッ
グサイトで開催された楽器フェアで
お披露目され、現役のプロミュージ
シャンからも高く評価された。
　今後、ベックさんにプレゼントされ
るほか、一般向けに30本の限定販
売を計画している。
　このほか、気多大社（羽咋市）との
間では、輪島塗のお守りの開発を進
めている。これは2センチ角の木に
漆を施し、「気」「縁」といった文字を
あしらったもので、小銭入れなどの
中に入れて使ってもらう。小銭と擦
れても傷が付かないことから、「傷
付かずに恋愛が成就する」との意味
を込め、縁結びのお守りとして販売
する。
　安原代表は「輪島塗を若い人にも
身に付けてもらえれば」と期待を寄
せ、「これからも先人の仕事をリスペ
クトしながら、自分なりのアプローチ
でオリジナル商品の企画に取り組ん
でいきたい」と意欲を燃やしている。

経営危機を乗り越えて

　ところで、旧門前町出身の安原代
表が、地元へUターンし、起業したの
は平成19年3月の能登半島地震に端
を発する。当時、大阪で働いていた
安原代表は、地震のニュースを聞い
て慌てて帰郷。当初、地元に帰って
くる気はなかったが、久しぶりに見
たふるさとがすっかり活気を失って
いる様子に危機感を抱き、Uターン
を決意した。社名には「故郷を愛し
尊重する」という意味のドイツ語か

ら発想した造語を掲げた。
　これまでに、輪島産の珍味や干物
を販売するネットショップ「輪

わ

食
しょく

」を
皮切りに、流派輪島、のどぐろ屋を立
ち上げ、昨年には總持寺祖院の境
内でカフェ「持

じ

寺
じ

珈
こー

琲
ひー

」をオープン
した。
　とはいえ、決して順風満帆だった
わけではない。宿泊事業や運転代
行事業はうまく行かなかったほか、
総持寺通り商店街で開いたイタリア
料理店では従業員に売り上げを持
ち逃げされ、閉店を余儀なくされた。
しかし、経営のピンチを乗り越えた
ことで、「経営者としては着実にス
テージが上がった」と安原代表は前
向きにとらえている。
　「少子高齢化や過疎に悩んでいる
町は全国どこにでもある。でも、そ
んな町でもやっていけるということ
を証明したい」。そう話す安原代表
の表情は闘志に満ちている。

能登の地域資源に磨きをかけるプロ
デューサーとしての役割を自認する安原信
治代表。

（株）ハルテリベイマ
輪島市門前町清水2-7 總持寺祖院内 
TEL.0768-42-3177

■ 代表者　  安原 信治 ■ 創業　平成19年4月
■ 従業員数　7名（アルバイト含む）
■ 事業内容 輪島の名産品・特産品の販売、飲食店経営
● http://www.ryuuha-wajima.net
　 輪島塗の販売・通販「流派輪島」
● http://www.wa-shoku.net
　 お取り寄せグルメ通販「輪食」楽器フェアで参考展示された輪島塗ギターはプロのミュー

ジシャンもうならせた。今後30本限定で販売される。
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半導体の小型化で
プローブが四角に

　フェローテックセラミックスは現在、
半導体検査用「プローブ（検査針）
カード」に使用されるセラミックス部材
に開ける穴を、レーザーによって四角に
微細加工する技術を開発している。
　プローブカードとは、半導体の最終
検査装置で使用される接続治具であ
る。最終検査では、プローブを回路に
当てて電流を流し、異常がないかを
調べる。カードには、回路の形状に合
わせて加工された無数の微細な穴に
プローブが挿入されており、検査した
い部分に接続させる役割がある。
　近年、スマートフォンやタブレット端
末などの普及に伴い、半導体の小型
化が進んでおり、品質管理に欠かせ
ないプローブもミクロン単位での微
細化が求められている。
　従来のプローブは円形で、線材か
ら製造するため微細化に限界があ
る。そこで、次世代製品の開発を急
ぐ半導体メーカーでは、薄板を腐食
させて型抜きする“エッチング”とい
う製造方法を用いて、微細で高精度
な四角形状のプローブの導入を目指
している。

レーザー光の形を変え
垂直断面を確保

　同社では、平成10年からプローブ
カード用セラミックス部材の製造を
請け負うようになり、現在垂直型プ
ローブカードでは国内トップシェア
を占め、海外からの引き合いも多い。
同23年に半導体メーカーから50ミク
ロンの角穴を加工したセラミックス
部材の製造を打診され、開発に取り
掛かったものの、当初は試行錯誤の
連続だった。従来の円形の穴を開け
ていたドリルでは、四角に穴を加工
することができず、そこで目をつけた
のがレーザーによる加工だった。
　しかし、国内にはレーザー加工機
の開発から、それを制御するプログ
ラムまでを一貫して提案できるメー
カーがなく、レーザー機器を扱うシ
グマ光機（株）（東京都）とレーザー
加工システム開発の実績がある（株）
村谷機械製作所（金沢市）の協力を
得て、レーザー加工機と加工技術の
独自開発に乗り出した。
　開発の壁となったのが、レーザー
光の形状だ。加工では通常、レン
ズでレーザーを集光するため、レー
ザー光の形状は円すい形になる。こ
のまま加工を行うと、穴の断面は角
度がついた斜めの状態となり、求め
られるような、断面が垂直の四角形
の穴にはならなかった。この課題を
解決するため、いしかわ次世代産業
創造ファンドの新技術・新製品研究
開発支援事業の助成金を活用。石
川県工業試験場と連携し、プリズム

と集光レンズでレーザーの角度を調
整することで、断面が垂直の四角形
の穴をあける技術を確立した。
　昨年末には、この技術で生産した
サンプルを半導体メーカーに提供。
現在は試験状況のフィードバックを
受けて、加工精度の向上に努めてお
り、今夏をめどに量産体制を整える
予定だ。
　この技術によって、世界の次世代
半導体の開発は一層、加速すること
が予想される。責任者を務めた企画
開発センターの松前芳治次長は「半
導体の技術革新は驚くほどの速さ
で進んでいる。現在、角穴の大きさ
は40ミクロンが限界だが、近い将来、
30ミクロンに対応できるよう研究を
続けたい」と意気込む。

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。

「今後、プローブカード事業が会社の収益の大き
な柱として成長することが期待される」と話す松
前芳治次長。

半導体検査用部品の
微細加工技術を確立

（株）フェローテックセラミックス
白山市漆島町1142
TEL.076-274-9800
■ 代 表 者  松田 泰明
■ 設 　 立  平成元年12月
■ 資 本 金  4億8550万円
■ 従業員数  176名
■ 事業内容   ファインセラミックス、マシナブルセラ

ミックスの製造販売
■ http://www.ft-ceramics.co.jp/

ミクロン単位での穴の加
工を可能にしたレーザー
加工機の照射の様子。

実際に加工された
四角形の穴。



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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　山中漆器を製造、販売するウチキの
ヒット商品となっているのが、ステンレ
ス製のビアカップなどに漆塗りを施し
た「漆磨（シーマ）」シリーズである。世
界的にも評価の高い新潟県・燕三条
の金属研磨技術と、約400年の歴史を
誇る山中漆器の技術を融合させた逸
品は、高級感と温かみにあふれたデ
ザインで、ビールを注げばきめ細かい
クリーミーな泡立ちが楽しめる。同社
では、これに越前和紙のコースターを
セットにして販売しており、約2年半前
の発売以降、売り上げの10％強を占め
る人気ぶりだ。
　昨年からは、県より中小企業経営革
新支援制度の認定を受け、ワンランク
上を目指した商品開発と海外への販
路開拓に取り組んでいる。新たに開発
したのは、漆磨のビアカップやタンブ
ラーに、金沢箔を取り入れた商品だ。
白
びゃくだん

檀塗りと呼ばれる漆を塗った後に

金銀箔や金粉で装飾し、その上から透
き漆を塗り重ねて仕上げる技術が用
いられ、華やかさが一層増した。3月に
は、石川県が中国全土からバイヤーを
招いて上海で開く商談会に出展し、販
路開拓の足がかりとする。また、中国
市場向けには内側に金メッキを施した
商品も企画する。
　認定にあたっては、ISICOの専門
家派遣制度を利用し、打出浩喜社長
と中小企業診断士が二人三脚で収支
計画の作成、必要となる運転資金の
検証、申請書類の作成などに取り組ん
だ。

　同社が漆磨シリーズの開発を始めた
のは、中国で開かれた展示会に出展し
た際、隣のブースに展示されていた燕
三条のステンレスカップを見て、中国人
客が「これに漆が塗ってあれば面白い」
とつぶやいたことがきっかけだった。

　とはいえ、ステンレスに直接漆を塗
れば、弾いてしまって定着しない。そこ
で、打出社長は下塗り用の材料探しに
奔走したが、適したものはなかなか見
つからなかった。ようやく試作がうまく
いっても、食品衛生上、ふさわしくなく、
実用化できないこともあった。最終的
には塗料メーカーと連携し、オリジナル
の材料を開発したのだが、漆を美しく
塗るための技術的な工夫を凝らす必
要があったことから、下塗りした後の加
熱方法や温度、加熱時間を何度も見直
した。
　漆磨がヒットして、打出社長が喜ん
でいるのは、漆器職人の手が空く夏場
に仕事を創出できた点である。という
のも、職人の収入が安定すれば、後継
者不足に歯止めがかかり、産地を守り
育てることにつながるからだ。
　ステンレスに続き、チタンや銅、陶器
と漆を組み合わせた商品開発にも取
り組む打出社長。社業と産地の発展
に向け、漆の新たな可能性にチャレン
ジし続けている。

閑散期の仕事を創出
産地活性化に寄与 （株）ウチキ

加賀市柏野町イ-61
TEL 0761-77-1616

■ 代 表 者  打出 浩喜
■ 創　　業 明治21年5月
■ 資 本 金  1,000万円
■ 従業員数 10名
■ 事業内容 漆器の製造、販売

バイオマス合成樹脂材料の製造、販売
●  http://www.uchiki-co.com

「世界中のバイヤーに山中漆器の良さを発信したい」と海
外進出を目指すとともに、「産地の職人さんへの貢献度を
高めたい」と意欲を燃やす打出浩喜社長。

漆とステンレスを融合
中国市場を目指す

山中漆器の漆塗り技術とステンレス、金沢箔が融合した漆磨（シーマ）のビアカップ。

専門家と二人三脚で、
経営革新支援制度に認定

山中漆器の漆塗り技術とステンレス、金沢箔が
融合した漆磨（シーマ）のビアカップ。
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　3月3日にNICT（独立行政法人情報通信研究機構）主催で行われた起
業家甲子園で、寺本大輝さん（石川工業高等専門学校）のビジネスプラン
「HackforPlay」が総務大臣賞（最優秀賞）を受賞しました。「HackforPlay」は、
ゲーム中にゲームを作り変えることを通して、プログラミングの面白さを伝え
るゲームで、昨年10月31日に ISICOとNICTが連携して行った「ビジネスプ
ラン発表会 inいしかわ」で北陸代表として選ばれていました。
　また、「ビジネスプラン発表会 inいしかわ」で北陸代表に選ばれた（株）
笑農和の下村豪徳さんのビジネスプラン「水稲農家向け水門管理サービス」
が、3月4日に行われた起業家万博において、会場の観客の投票によって選
ばれるオーディエンス賞を受賞しました。

石川県代表のビジネスプランが全国で最優秀賞に
石川高専の寺本さんが起業家甲子園で総務大臣賞受賞

　ISICO は、5月14日（木）～16日（土）の3日間、
石川県産業展示館 2号館においてビジネス創造
フェアいしかわを開催します。このフェアでは、
石川県内企業の優秀な加工技術や製品等を展示
し、加工技術力、製品開発力等を広く紹介します。
ぜひお越しください。

今年5月開催、石川県の技術力をPR
ビジネス創造フェアいしかわ2015

ビジネス
創造フェア
いしかわ2015
2015/5/14Thu. ▶5/16Sat.
10：00～17：00
石川県産業展示館2号館
石川県金沢市袋畠町南193番地

主催／（公財）石川県産業創出支援機構 後援／ 石川県　金沢市　白山市　小松市　能美市　かほく市　加賀市　野々市市
七尾市　羽咋市　川北町　津幡町　宝達志水町　志賀町　石川県商工会議所連合会

写真提供：金沢市
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カギは、いしかわ。

これまで多くの方々に本県中小企業

の持つ高い技術力、新しいモノづくり

にチャレンジする意欲の高さを発信し

てきた石川県中小企業技術展は、今年

より「ビジネス創造フェアいしかわ」

として出発します。

これからの日本のビジネスを創造し

ていくカギは、中小企業が有している

高度な製品開発能力・加工技術力であ

ります。

是非この機会に本県中小企業の持つ

力をご覧いただき、タカラ（未来）を

手に入れてください。

　ISICOと県は 2月24日、若手社員海外チャレンジ研修支援事業の成果を広
く啓発するため、「若手グローバル人材を育てる、海外研修実践のポイント！」
と題したセミナーを地場産業振興センターで開催しました。
　海外展開を行っている企業の人事担当者など約 60名が参加したこのイベン
トでは、今年度に事業採択となった山一精工（株）、（株）エイブルコンピュー
タおよび（株）スギヨで、実際に海外研修を受けた若手社員による講演のほか、
全体コーディネーターである道廣英治氏（インテンス社）と採択企業の人事担
当者によるパネルディスカッションが行われ、将来の海外ビジネスの担い手と
なる若手社員の効果的な海外研修の進め
方が多数紹介されました。
　本事業は、海外研修を行う企業に対象
経費の 80％（上限 30万円・業種指定あり）
を助成するもので、今年度は 20 社が採
択されており、来年度の募集は４月中旬か
らを予定しています。詳しくは人材支援課
（TEL.076-267-1145）まで。

海外研修成功の勘どころを探る！
平成26年度若手社員海外チャレンジ研修支援事業 成果報告・次年度説明会

　今回紹介した自遊花人さんの、水引で
作られたアクセサリーの数々ですが、実は
防水性もあるそうです。原材料に紙を使っ
ているのに大丈夫なのかなと思ったのです
が、水にしばらくつけておくような実験をし
てみたところ問題はなかったとのこと。見た
目の可愛らしさもあり、気軽に石川の伝統
工芸をファッションに取り入れられそうで
すね。僕はもっぱらプレゼントする側になり
そうですが。
　この号が平成26年度最後の情報誌
ISICOです。多くの人に助けていただき、な
んとか発刊できました。誠にありがとうござ
いました。
　社会人1年目の僕でしたが、この1年間、
情報誌担当ということもあって、文字の使
い方、表現などに苦労しました。ただ、日本
語というものは知れば知るほど面白いもの
です。例えば若い女性に人気の「小悪魔
ageha」という雑誌があるのですが、実はこ
の雑誌、誌面で使われている言葉のチョイ
スや見出しのキャッチーな作り方、フレーズ
のリズム感など、日本語の使い方が非常に
面白くて、学生の頃勉強のためにたまに読
んで言葉の使い方の参考にしていました。
現在は休刊中で、今年の4月に1年ぶりに復
刊とのことなので、非常に楽しみです。
　いろいろ説明力を身に付け、わかりやす
く企業の皆様に情報を伝えられるよう2年
目も頑張っていきますのでよろしくお願いし
ます。（ケンショウ）

海外研修を受けた若手社員が講演


