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10 人の起業家が事業計画を競っ
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」
。詳しく
は巻頭特集をご覧ください。
【表紙撮影／山岸政仁】

I SI C O は11月5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。将来有望な起業家を発掘するコンテストは今年で9回目を迎え、
全国から応募のあった97人の中から一次審査を通過した10人の精鋭が公開プレゼンテーションを行った。
（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、金融機関の担当者らによる厳正な審査の
上、受賞者を決定した。ここでは、I SI C O が集中的に支援する6人の受賞者の事業プランを紹介しよう。
最優秀起業家賞

小 林 靖弘

（株）メクセル
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小林靖弘さんが提案した事業は

者や相談員を排除すると同時に、専

「お悩み電話相談『助け合いサイ

門家の助けが必要な場合には紹介

ト』テレポ」である。これは悩みを持

する。

つ人が、かつて同じ悩みを持ち、克

小林さんがテレポを考案したの

服したことのある経験者に、安価で

は、かつてパニック障害を患った際、

気軽に電話相談できるサービスだ。

「同じ悩みを克服した人にボタンひ

利用者はサイトやアプリを利用し

とつですぐつながれば、どんなに楽

て、あらかじめ登録した特定多数の

だろう」と考えたことがきっかけだ

経験者の中から、悩みに応じた人を

った。今年4月には2 0人の相談員を

探すことができる。相談料は1時間

使ったテストサイトをオープン。利用

当たり1, 2 0 0円から5,0 0 0円で、これ

者からは「手軽に使えて、対応が親

は従来の電話相談の4分の1から10

身で温かい」と高評価を得ている。

分の1に相当する。また、相談員にも

近々サイトを本格稼働させ、将来的

謝礼が支払われる。利用者は相談

には数千人規模の相談員の獲得を

員を評価することができる仕組みと

想定する。

し、評価に応じて相談料が決まる。

現在は金沢と東京・渋谷を中心に

相談中の会話は自動的に録音、文字

活動中。将来的には出身地である金

化され、運営者が監視。悪質な利用

沢に拠点を移す計画だ。

優秀起業家賞

優秀起業家賞

優秀起業家賞

寺 本 大 輝 さん が 発 表 し た

森田守さんは県内でただ一人、国

董又碩さんは幼稚園と保育所の

「HackforPlay（ハックフォープレ

の重要文化財建造物の修理や金沢

業務を支援する電子連絡帳「ゆめ

イ）」は、改造できるゲームであり、

城橋爪門など復元建造物の設計監

ちょう」を提案した。これは従来、

ウェブ上で無料公開されている。利

理に携わった経験のある一級建築

幼稚園や保育所の先生が手作業

用者はプログラムを書き換えること

士だ。今年5月に起業し、これまで

で作成していた連絡帳、写真集、

ができ、それをすぐにゲームとしてプ

のノウハウを生かして地方指定文化

給食メニュー、広報物をICT化す

レーできることから、プログラミング

財建造物の修理、神社や仏閣など

るサービスだ。保護者は連絡帳など

の楽しさを学ぶにはうってつけだ。

歴史的建造物、伝統木造住宅等の

をパソコン、タブレット、スマートフォ

今後は小中学生に学んでほしいとの

設計監理に、専門的に取り組むこと

ンで確認することができる。施設側

思いから、学習用教材として販売す

を目指している。また、伝統工法の

には運営コストの削減・データ分析

るほか、プログラミングスクールの主

現場を増やすことで職人と共に研さ

に基づく情報の獲得・業務効率の

催、塾との連携に

んを積み、技術・

向上で子どもと接

よるサービス向上

技能の継承を進め

する時間が増える

を目指している。

ていく考えだ。

メリットがある。

寺本 大 輝

森田 守

董 又碩

ハックフォープレイ
（株）

優秀起業家賞

金沢伝統建築設計

優秀起業家賞

ドン

ウ ソク

ドリームファロス
（株）

ファイナリストと発 表 テーマ

奥村 昌弘

（株）エイトブレスユー

榊原千秋さんは全国で14人しか

光学機器メーカーや音響メーカー

いない排泄ケアのアドバイザーだ。

で工業デザインを手がけた上町達

そんな榊原さんが取り組むのが排

也さんと柳井友一さんは、
「未来工

泄障害の相談、排泄ケアのための

芸」をテーマに独自の技法による新

人材育成、便秘・失禁予防教室な

たな器づくりに取り組んでいる。2人

どを手がける拠点「おまかせうんチ

が3DCADや3Dプリンターでデザ

ッチ」の開設である。尿や便の漏

インや原型を作り、工芸職人が漆や

れ、便秘などに悩む人は花粉症の

金銀箔を施し、料理人が盛り付けを

人よりも多いが、気軽に相談できる

提案。造形美と機能性に優れた器

場所が地域にないことから、今度、

を追求し、
「石川でしかできないも

全国に拠点を作り、
「排泄の適切

のづくりを世界に発信したい」とグ

なケア方法を普及

ローバルな展開を

したい」と意欲を

見据えている。

燃やしている。

榊原 千秋

コミュニティスペース
ややのいえ

上町 達也（写真右）
柳井 友一
secca inc.

吉田 剛之

（株）鷹丸

高松 秀夫

（株）D e s i g n o f J P N

中戸 麻 由

mano topiar y
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和 太 鼓 の 愛 好 者 づ くりに 注 力
（株）浅野太鼓楽器店

ロサンゼルス近郊にあるASANO TAIKO U.S.で
和太鼓を練習する外国人

http://www.asano.jp
白山市福留町587番地1

■ 代表者
■設 立
■ 資本金

浅野昭利
昭和53年4月
1,000万円

TEL. 076-277-1717
■ 従業員数 41名
■ 事業内容 各種太鼓製造販売・修理

浅野太鼓楽器店は慶長14年（1609年）創業の老舗和太
鼓メーカーである。原木の伐り出しに始まり、胴づくり、
漆塗り、革張り、鋲止めに至るまで、すべての工程を一貫
※

して担い、直径3尺 以上の大太鼓では国内シェア70％
を誇る。平成24年にはアメリカに拠点を設け、和太鼓の
販売、修理を手がけるとともに、和太鼓教室など愛好者
を根付かせる活動や現地のニーズを取り入れた商品開
発に注力している。

※1尺は約30.3センチメートル

将来性が期待できる海外へ進出

太鼓メーカーが米国に拠点を設けるのもおそらく初めて」と
のことである。

浅野太鼓楽器店は平成 24 年、アメリカ・ロサンゼルス

進出の背景には、海外で和太鼓の人気が高まっているこ

近郊にグループ会社「ASANO TAIKO U.S.」を開設し

とが挙げられる。同社を拠点に活動する女性 3 人による和

た。平屋建て、建築面積約 340 平方メートルの社屋に販

太鼓演奏ユニット「焱太鼓」をはじめ、日本のプロ奏者が

ほのお

売店、修理工房、

アメリカやヨーロッパで公演すれば大盛況となる。その中か

練習場が設けられ

らは、迫力ある音色に魅了され、自ら太鼓を打つ愛好者が

ている。同社が海

現れることも多く、そうした愛好者が集うサークルも増えて

外に拠点を設ける

いる。

のは初の試みで、

同社では、世界各地から注文が入ることに加え、日本の

浅野昭利代表によ

市場が成熟期を迎えていることから、将来性が期待できる

れば、
「日本の和

海外への進出に踏み切った。ロサンゼルスやその近郊は日
系人や日本企業も多く、海外でもとりわけ和太鼓が盛んな

和太鼓文化の発展に向け、
愛好者を増やす多彩な取
り組みを手がける浅野昭
利代表
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地域だ。浅野代表は「進出から 3 年、ようやくコミュニティ
にも溶け込むことができ、経営状況も黒字化できた」と笑
顔を見せる。

和太鼓教室や石川での研修が好評
同社では、和太鼓文化の振興と発展を図るため、
これまでも和太鼓の奏者やイベントをプロデュース
したり、国内唯一の太鼓専門誌を発行したりする
など、幅広い活動に取り組み、和太鼓の愛好者を
増やすことに成功してきた。そのため、海外進出
にあたっても、単に和太鼓やバチを販売するだけ
でなく、ファンを根付かせる活動に力を入れている。
そのひとつが和太鼓教室やワークショップの開
催だ。ASANO TAIKO U.S.では練習用のスタ
ジオを 2 部屋備え、さまざまな世代の約 300 人が

両面の革を張る強さを変えることで、異なる音程を出せる調律桶太鼓「奏」

練習に励んでいる。
また、2 年前からは白山市の本社に隣接する「太鼓の里
体験学習館」に外国人客を受け入れ、プロ奏者のレッスン
を受けたり、職人による和太鼓作りを見学したりする和太
鼓レッスンプログラムを提供している。開講に向け、浅野
代表は自宅を約 20 人が宿泊できるように改修する力の入れ

（浅野代表）だが、アメリカ人からは「音の跳ね返りが早く、
打っていて気持ちがいい」と評判だ。

2つの音を奏でる太鼓でヒット狙う

方で、
「和太鼓の文化をより深く知りたい」というアメリカや

ところで、現在アメリカでは、木をくりぬいて胴にした「長

ヨーロッパの愛好者らをこれまで 1,000 人余りも受け入れて

胴太鼓」が人気である。しかし、浅野代表は「アメリカ人

いる。

は自由に動き回りながら太鼓を打つのが好きなので、いず

海外ニーズ取り入れ、新商品開発も
和太鼓ファンを着実に増やす一方で、海外のニーズを取
り入れた新たなものづくりも始まっている。
例えば、より高精度に作り上げたバチもその成果である。

れ“ 桶胴太鼓 ” がブームになる」と話す。桶胴太鼓とは細
しら

お

長い板を桶状に組み、
「調べ緒」と呼ばれるロープで革を
締めた太鼓で、ストラップを着け、肩から吊って打つことも
できる。これならじっとしていることを好まないアメリカ人の
演奏スタイルにもマッチするというわけだ。

かなで

この桶胴太鼓として同社が新たに開発したのが「奏」で

通常、バチは左右で重さや形状が微妙に異なる。これは 1

ある。最大の特徴はひとつの太鼓で異なる音階の２つの音

本の木でも部位によって硬さなどの性質が違うためだ。とこ

を奏でられる点だ。桶胴太鼓は通常、両端の革を1 本の

ろが、バチをドラムスティックのように扱い、より繊細で複

調べ緒で張っているため、どちらの面を打っても同じ音が

雑なリズムを刻む外国人には使いにくいとの意見があった。

出る。一方、
「奏」は胴に U 字金具を取り付け、2 本の調

そこで同社では自動切削装置を新たに開発。重さの誤差を

べ緒で革を張る構造になっているため、張り具合を片面ず

5 グラム以内に、先端の丸みの形状も均一化したバチを商

つ自在に調整することが可能だ。また、革の厚さはふつう

品化し、好評を得ている。

1.5 ミリ程度だが、
「奏」は一方を 0.4 ミリと極端に薄くし

また、革が緩みにくい太鼓もそのひとつだ。革が緩めば、

た。こうした工夫によって 1 オクターブ以上の音階の差が生

音色は悪くなる。太鼓の専門家が少ないアメリカでは革を

まれる。優れた機能性とデザイン性が評価され、
今年のグッ

締め直すことも容易ではない。革が緩む原因は乾燥して木

ドデザイン賞を受賞した上、審査委員会により特に高い評

が縮むことにあるため、国内用では 12％まで落とす含水

価を得た 100 件の中にも選ばれた。
「奏」の登場によって、

率を、海外用では 7％まで下げてから革を張ることにした。

演奏のバリエーションがますます広がることは間違いない。

さらに、革を胴に留める鋲の形状を通常の丸形から角形に

「祭り囃子や邦楽の脇役だった太鼓が舞台で演奏されるよ

変更したり、長年の経験を生かし、より緩みにくい部位の

うになってようやく50 年が経ち、欧米でも浸透し始めた。

革を厳選したりして要望に応えた。

これが一過性の人気で終わるか、文化として根付いていく

変わったところでは、
「胴の長さを少し縮めてほしい」と
の依頼もあった。
「日本人には感じられないような微妙な差」

かはこれからが勝負」
。そう話す浅野代表の視線は国内に
とどまらず、世界に向けられている。
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「いしかわ産業化資源活用推進ファンド
（活
」の採択企業、各種展示会の
性化ファンド）
出展企業の商品等にスポットを当てます。

タキサン製菓が初の自社ブランド
「古都美」で展開する「ことみん」
（画面右側／4 個入り・972 円）
、
「藤五郎のおくりもの」
（画面左側
／ 1 包 6 個入り・648 円）
。

全国各地の 特産品を使 用し
た土産用菓子をOEMで製造
するタキサン製菓では、
「金
澤スイーツ＆カフェ古都美
（こ
とみ）」という自社ブランドを
立ち上げ、オリジナル菓子の
製 造 に 乗り出した。販 売 に
あたっては金 沢市中 心 部に
ショップとカフェを併設した
店舗をオープン。ここで得た
情報やノウハウをOEMの取
引先にもフィードバックし、商
品の 付加 価値向上につなげ
る計画だ。

自社ブランドの菓子と店舗を展開
女性目線でブランド構築
石川産の食材生かし
職人が丁寧に手作り

作った和風ケーキだ。能登産の紫い
もや金沢・湯涌産のゆずなど、5 つ
の味がある。また、口に入れるとほ
タキサン製菓では現在、
「古都美」 ろほろと崩れて溶ける新食感のクッ
キー「藤五郎のおくりもの」も好評
ブランドで7種類の菓子をラインアッ
だ。このクッキーは金沢・大野産の
プしている。一番人気となっている
醤油や味噌、加賀棒茶をフリーズド
「ことみん」は白あんを練り込んで
ライで粉末状にしてまぶし、味付け
「味はもちろんパッケージや
している。どの商品も石川の素材を
接客なども含め、総合力を
高めることで差別化したい」
ふんだんに生かし、熟練した職人が、
と話す瀧口敬介社長。
ひとつずつ丁寧に手作りしているの
が特徴だ。
こうした菓子を販売すると同時に、
「古都美」のブランド構築に役立て
ようと、昨年 10 月には金沢市広坂
で店舗をオープンした。この店舗は
1 階がショップ、2 階がカフェとなっ
ている。カフェでは、季節のロール
ケーキやパフェ、チーズタルトといっ
た手作りスイーツや加賀棒茶などを
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提供する。広告を一切出しておらず、
当初は苦戦したが、北陸新幹線開
業以降、土日に行列ができたり、地
元のリピーター客が付いたりするな
ど、客足が伸びている。
また、カフェではショップで販売し
ている菓子を試食として出している。
これにより、多くの来店客が帰り際
に購入していくといった、ショップと
カフェを併設した相乗効果も表れて
きている。

ネーミングやパッケージ、
サイズはかわいらしく
ISICO の活性化ファンド事業の支
援を受けて行われた商品開発では、
いくつものこだわりを取り入れた。
地元の食材を数多く活用した点も
そのひとつで、先述した以外にも能

様と一緒に作り上げていくこ
登産の中島菜、塩、大納言などが
とは、もちろん楽しくやりがい
使われている。そして味では、素材
のおいしさを生かすことに腐心した。 のある仕事だが、せっかく観
光客で賑わう金沢の近くに立
通常、土産用の菓子ではより長期間
地しているのだから、自分たち
の保存に耐えられるよう、砂糖を多
の思いを込めた商品も作ってみ
めに入れ、その結果として素材の味
たかった」と話す。
が損なわれてしまうことが少なくな
創業以来培ってきた全国レ
い。その点、古都美ブランドの菓子
ベルの企画力や製造技術等
は砂糖を控え、素材のおいしさを十
を活用し、付加価値の高い商
分に感じられるように工夫した。そ
品を作り上げることができる
のため、通常の土産用菓子に比べ賞
のは、同社ならではの強みと
味期限は短めだが、
「地元の素材を
言えるだろう。
生かしたおいしい菓子を食べてほし
2 つ目は自社ブランドの商
い」という瀧口敬介社長のこだわり
品や店舗で得た情報やノウハ
がにじむ味に仕上がった。
ウを生かし、OEM の取引先
また、主要ターゲットとなる女性の
により魅力的な土産用菓子を
目線を意識した点も開発の大きなポ
（上）
自社ブランドの菓子を販売すると同時に、市場調査
イントである。例えば「ことみん」は、 提案したいという思いである。瀧口
の場となるショップ。
（下）大きな窓から金沢 21世紀美術館やしいのき迎賓館
社長によれば、近年、高齢化や人
親しみやすく愛らしい響きを持つネー
を見渡せるカフェ。
口減少、あるいは近所や親戚との
ミングを採用。パッケージも金沢の郷
付き合いが希薄になったため、土産
土玩具、加賀八幡起き上がりをイメー
聞かせ、周囲の意識に変化をもたら
用菓子の販売は減少傾向にあるとい
ジしたかわいいデザインとなってい
したりと、好影響が出ている。
う。そこで、ショップやカフェをアン
る。これは、まず目に入った時点で
「お客様に喜んでもらうには、菓
テナショップと位置づけ、消費者に
興味を持ってもらい、そして手に取っ
子の味はもちろん、接客レベルも向
てもらうことが重要との考えからだ。 好まれる味やパッケージなどを探り、 上させたい」
。瀧口社長はそう話し、
OEM の取引先に喜んでもらえるよう
さらに、菓子のサイズ感にもこだわっ
今後、東京ディズニーリゾートが企業
な、より魅力的な菓子、企画等の提
た。
「藤五郎のおくりもの」や和風プ
向けに実施する研修プログラムに希
案につなげるというわけだ。
チダクワーズ「古都美の雫」は見た目
望する社員を参加させる計画だ。ま
3 つ目は自社の工場で働いている
がかわいらしく、女性の口でも食べや
た、カフェでは観光客から金沢の歴
社員のモチベーションアップである。
すい一口サイズとなっている。
史や文化について尋ねられることも
カフェに関しても、ビンテージ物 「OEM の仕事では、菓子を食べてく
多いため、勉強を兼ねて4 人の社員
れる消費者と当社の社員が直接顔を
の北欧家具を配置したり、匠の技
が「金沢検定」にチャレンジする。
合わせることはありません。そこで、
が光る鉄瓶で加賀棒茶を提供したり
「一人でも多くの人を笑顔にしたい」
工場勤務の社員にショップやカフェ （瀧口社長）
と、本物にこだわった空間づくりに
。
その理念の実現に向け、
での勤務を経験させ、消費者の笑顔
取り組んだ。
着々と取り組みが進んでいる。
を見たり、声を聞いたりすることで、
仕事に対する意識を高めてもらいた
主力の OEM 製品や
タキサン製菓（株）
いと考えています」
（瀧口社長）
。
社員にも好影響を期待
小松市若杉町ソ100番地
実際、スタッフは常勤社員で固定し
TEL.0761-23-5455
ているものの、これまで工場で勤務す
同社がこうした取り組みを始めた
■ 代 表 者 瀧口 敬介
■設
立 平成11年1月
背景には、大きく3 つの狙いがある。 る 5、6 人の社員が数日間ずつショッ
■ 資 本 金 1,000万円
プやカフェで勤務。その結果、社員か
まずは自社ブランドに挑戦したい
■ 従業員数 70名
■ 業務内容 菓子製造販売
らは「おいしいと声を掛けてもらった」
との思いである。同社はもともと売り
● http://www.takisan.jp/
上げの 100％を OEM が占め、自社 「自分の仕事に自信が付いた」と喜
金澤スイーツ＆カフェ古都美
びの声が寄せられたり、そうした経
ブランドの商品を作ったことはなかっ
金沢市広坂1丁目2-27
● http://www.kotomikanazawa.jp
験を工場に持ち帰って同僚に話して
た。瀧口社長は「土産用の菓子をお客
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新 たなる 挑 戦

New Challenge

いしかわ次世代産業創造ファンド（次世代ファンド）や
国のプロジェクトを活用したり、知的財産権に関する
取り組みなどを行い、成果を上げた企業を紹介します。

上：
「航空機産業では、海外のいたるところにラ
イバルがいる。視野が世界に広がり、若い世代を
中心に社員も意欲的になった」
（浅下秀昭社長）
。
右：卓越しためっき技術と、高レベルな工程管理
を取り入れ、航空機装備品部品の表面処理に取
り組んでいる。

浅下鍍金（株）

白山市横江町1843番地の7
TEL. 076-276-3115

県内中小企業のスクラムで
成長する航空機産業に参入

■
■
■
■
■

代 表 者
創
業
資 本 金
従業員数
事業内容

浅下 秀昭
昭和9年10月
1,000万円
28名
航空機装備品部品や繊維機械部品、
一般産業機械部品の各種表面処理
● http://asashita.jp

いま大きな成長が期待される分野のひとつが航空機産業だ。世界的な航空旅客需要の高まりが予想され、
今後20年間で航空機約3万機の製造が見込まれている。とはいえ、たくさんの乗客を乗せて大空を飛ぶ航
空機は先端技術の結晶であり、その製造においそれと参入できるわけではない。飛び抜けた技術力はもち
ろん、安全・安心を確保するためのきめ細かな工程管理などさまざまな要素が求められる。白山市の浅下鍍
金では、極めて高いハードルを乗り越え、航空機装備品部品の表面処理で上昇気流をつかもうとしている。

来年は200種類の
表面処理を見込む
一般的に自動車に用いられる部品
は数万点と言われるのに対し、航空
機の部品数は100万点を超えるとされ
る。その中でも、浅下鍍金が製造に
携わるのは、安全性に深く関係する
部位である油圧アクチュエーター（制
御用の駆動装置）だ。アクチュエー
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ターは離着陸時に車輪を出し入れす
る降着装置であり、トラブルが大事故
につながるため、製造過程での不備
は絶対に許されない。
そんな慎重で正確な生産が求めら
れる分野に、同社では平成24年から
本格的に参入している。めっき処理を
ぼうせい
施すことで、部品の耐摩耗性や防錆
性を高めており、実績を積み重ねる中
で航空機装備品メーカーからの信頼

を勝ち取り、現在、手がけるアイテム
数は約100種類に上る。来年はさらに
受注量の拡大が期待され、200種類
を超える勢いだ。
この躍進を支えるのは、全国的にも
あまり例のない製造体制にある。同
社では、県内中小企業と連携し、石
川県内だけでアクチュエーター部品
の加工から表面処理、非破壊検査ま
でを受注・生産できる仕組みを構築し

ている。具体的には、金沢市の高林
製作所で部品を機械加工し、それを
小松市の深田熱処理工業で焼き入
れして強度を高める。そして、浅下鍍
金で表面処理を施し、再び高林製作
所で非破壊検査を行い、国内の航空
機装備品メーカーに納品するといっ
た流れだ。
航空機にかかわる熱処理やめっ
き、非破壊検査といった特殊工程の
すべてを1社だけで対応できる企業は
なく、遠方にある企業間で部品をやり
とりしながら供給するのが一般的だ。
その点、浅下鍍金ら3社では県内だ
けで一貫して共同生産し、リードタイ
ムや輸送コストの大幅な削減を実現
しており、競争力の強化につなげてい
る。
今秋、ワールドカップで3勝を挙げ、
世界を驚かせたラグビー日本代表の
強みは、大柄な欧米人との体格差を
補うために磨き抜いたスクラムだ。同
様に、浅下鍍金でも県内中小企業と
技術力をがっちりと組み合わせ、大手
メーカーがひしめき合う航空機産業で
堂々と渡り合っている。

破線で囲んだ部分が、浅下鍍金で部品の表面処理を手
がける油圧アクチュエーター（イメージ）
。

航空機分野の国際規格
「Nadcap」取得に注力
ナ ド キ ャ ッ プ

もともとは繊維機械部品などの表
面処理を得意としていた同社が、新
分野への挑戦を決めた背景は、航空
機産業市場に大きな将来性を感じた
からである。
「20年ほど前に受注懇
談会で知り合った住友精密工業さん
（兵庫県尼崎市）から航空機産業
へ見学に来ないかと誘われたことが、
きっかけだった。航空機部品につい

ては、加工が難しく、製造する際のボト
ルネックとなっている。しかし、壁が高
いからこそ、後発の私たちにもチャン
スがあると感じた」。浅下秀昭社長は
当時をこう振り返る。
ただ、多彩な表面処理を手がけ、
高い技術力を誇っていた同社でも、
航空機産業への進出は一筋縄では
いかなかった。特に、
大きな障壁となっ
たのが、国際規格「Nadcap」の認証
取 得だ。Nadcapは航 空 機 製 造の
特殊工程を手がける際に取得の必
要な規格であり、求められる水準は非
常に高い。
多くの人命を預かる航空機では、
納入する部品の品質が担保される
のはもちろん、万一のトラブルも起こさ
ないよう、その特殊工程のひとつの作
業にもこと細かな手順が定められてい
る。書類や学ぶためのテキストはすべ
て英語で、
さらに翻訳家にも難解な専
門用語がずらりと並んでいる。分厚い
書類にびっしりと書かれた要求に一
つひとつ応え、管理していく体制が求
められ、大手メーカーでも二の足を踏
むところが少なくないという。
同社ではISO14001の認証取得な
どの経 験はあったものの、Nadcap
は全くの別物であり、当然のことなが
ら頭を悩ませた。
「われわれ1社だ
けでは、できなかった。部品の納入
先である住友精密工業さんのサポー
トがとても大きかった」と浅下社長。
ISICOの専門家派遣制度も活用し、
全国の中小企業でも十指に満たな
かったNadcapを平成23年に取得し
た。さらに、同社では今年中を目標に
クロムめっき後の研磨加工に関する
Nadcapの認証取得にも挑んでいる。
表面処理後の研磨工程まで担うこと
で一層自社の付加価値を上げ、世界
を相手にした競争力の強化に結びつ
けるのが狙いだ。

務め、ISICOが事業管理者となる経
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）」を進め
ている。
同事業で取り組むのは、環境にや
さしいめっき技術の研究 ・ 開発であ
る。現在、超高抗張力鋼を用いるアク
チュエーター部品は有害な物質であ
るカドミウムをめっきしている。
しかし、
カ
ドミウムは環境への影響が懸念され、
ヨーロッパを中心に使用を控える傾向
にある。同社では、県工業試験場な
どとともに、カドミウムめっきを環境負荷
の少ないめっきに代替する道を探って
おり、平成29年までに実用化を目指し
ている。
また、同社では今年6月、専用設備
をそろえ、航空機装備品の表面処理
を行う新工場を建設した。
「航空機
需要の高まりを想定した先行投資で
あり、工場内には、
ライン増設のスペー
スを十分に確保している」。浅下社
長はこう話し、航空機産業への進出
を加速していく考えで、増産への対応
もぬかりはない。
国内のめっき市場に目を移すと、海
外との競争で疲へいしているところも
少なくない。一方、
高い技術力とともに
国際規格の取得などが必要な航空
機産業は、グローバル競争で厳しい
業界だが、Ｑ
（品質）
Ｃ
（コスト）Ｄ
（納
期）で顧客満足を満たせば海外から
の受注も夢ではない。同社では、航
空機産業を将来的には大きな柱にす
る計画で、目標の実現に向けて視界
は明るく開けている。

増産をにらみ
6月に新工場建設
浅下鍍金では5年後、10年後を見
据えた布石も打っており、平成26年度
からは同社がプロジェクトリーダーを

部品で使う超高抗張力鋼は、研磨する際に高温になり
すぎると、目に見えない欠陥が発生してしまう。それが
破壊トラブルのもとになるため、専用設備を用いた高い
工程管理技術力が求められる。
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サイトに
かける
情熱

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。

商品ページの情報を大増量
スマホ対応にも注力し、売上アップ
［ お香とアロマの香り専門店

こう ぼう たく や

http://www.aroma-taku.com/

アロマ香房焚屋
金沢市長町1-2-23
TEL. 076 -255 -6337

■代 表 者
■創
業
■従業員数
■事業内容

金沢 アロマ香房焚屋 ］

三宅 琢也
平成20年3月
2名
お香・アロマの販売

ネットショップが呼び水
となり、大手企業のノベ
ルティに採用されたこと
もある。

検索順位が急落し、ISICO に相談

自らスマホで買い物して改善

お香やアロマグッズを販売するア
ロマ香房焚屋では ISICO の専門家
派遣制度を活用し、ホームページド
クターの助言のもと、ネットショップ
の改良に取り組んだ。その結果、1
年で売り上げを約 1.6 倍、訪問者数
を約1.9 倍に増やすことに成功した。
同店では平成 20 年にネットショッ
香司（こうし）と呼ばれるお香を
プをオープン。売り上げは順調に伸
調合する専門家の資格を持つ
三宅琢也代表。
びたが、平成 25 年にグーグルの検
索アルゴリズムが変更されると、状況は一変した。それま
で「お香」でキーワード検索すると常に 10 位前後に表示さ
れたのが、100 位以下に落ち、注文も激減したのだ。三宅
琢也代表は「自分の力だけで改善するのは困難」と判断し、
ISICO に相談した。
三宅代表は平成 26 年 12 月から対策を開始。SEO の重
要ポイントである、ページのタイトルを表すタイトルタグや説
明文を表すディスクリプション（※）を、約 1,600 ページ分すべ
て見直すなど、サイトが抱えていた問題点を解決していった。
また、ヤフーから質の高いサイトというお墨付きを得るため、
ヤフー・カテゴリへの有料審査も行った。さらに、商品を選
びやすいようにレイアウトを変更するとともに、利用者に信頼
感と安心感をアピールするため、三宅代表やアロマセラピス
トの顔写真を随所に配置した。

専門家からは「商品のスペックだけではなく、閲覧者が
知りたい情報を増やしていくことが SEO につながる」との
アドバイスを受け、まずはよく見られている商品ページから
テキスト量を大幅に増やした。例えば、同店いち押しのオリ
ず こう
ジナル商品で、手に塗って使う「塗香」の商品紹介は従来
の 2 倍以上、実に 7,500 文字にも及ぶ。
「ネットでは香りを伝えることはできません。だからこそ、
商品のことをより詳しく分かっていただくため、どのサイトに
も負けないくらい情報量を増やしました」
（三宅代表）
。
また、スマートフォンからの利用が 5 割以上を占めること
から、三宅代表自身、スマホサイトを見て、不具合の改善
を試みた。利用者からの信用に関わるからだ。
こうした取り組みの結果、検索順位も 10 位前後に復帰、
売り上げも回復した。ネットでの売り上げは現在同店全体の
2 割を占めるまでに伸びており、三宅代表は「今後は利益
率の高い自社商品を伸ばしたい」と意欲を燃やしている。

（※）
タイトルタグ、
ディスクリプション……サイトのページごとに設定されているペー
ジのタイトルと説明文のこと。ページの内容を適切に表すことや、検索されそうな
キーワードを含ませることなどによって、
SEO 効果
（検索エンジンで検索を行った際、
上位に表示されやすくなること）が期待できる。
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■ 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）
大変な作業量だったと思いますが、寝る間を惜
しんで真剣に取り組んでいただきました。この場
をお借りしてお礼申し上げます。その頑張りが今
の成果につながったと感じています。引き続き、
訪問者のことを第一に考えたコンテンツの充実や商品開発に力を入
れていただければと思います。また、検索順位に左右されない集客
手段も重要になってくるので、リスティング広告なども今後検討され
てはいかがでしょうか。

各種支援制度の利用者に聞く

I S I C O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。

生かし、改良を加えた。
「 さいの目切りとペースト状にした五
郎島金時をがんもで包み、より五郎
島金時の食感が生かされるよう改良
しました」
（川島係長）。このほか、
アミ
ノ酸等の食品添加物、中国産食材を
使わないようにした。また、調理を簡
写真左から羽二重豆腐が開発した
「加賀乃里」
「とうふあげ」
「こつぶあげ」の調理例。

がんもどきの売上アップへ
新たな用途や市場を開拓
極小サイズだから
サラダにトッピングも
大豆加工食品を製造する羽二重豆
腐は、主力であるがんもどき（以下が

便にするため、電子レンジや湯で温め
るだけで食べられる味付けタイプも
商品化した。
三浦本部長は「当社で製造するが
んもの種類は約50種類で日本一を自
負している。これからも他にないもの

状になった既存の厚揚げにとって代

を商品化し、世界一のがんもメーカー

わる商品として開発されたもので、よ

になりたい」と意気込む。

り豆腐に近い食感が特徴だ。加賀乃

また、同社が今後、有望視する市場

里は主力の業務用ではなく、スーパー

の一つが医療 ・ 高齢者向け給食市

などでの小売りを見込んでいる。

場で、現在は油揚げの中に魚のすり身

んも）の売り上げを伸ばそうと今秋、

新商品の開発は、中小企業新事業

や野菜などを詰めた惣菜を提供して

3種類の新商品を相次いで開発した。

活動促進法に基づく
「経営革新計画」

いる。この分野では、ものづくり補助

一つ目は直径1センチほどの「 こつ

の承認を受けて行われた。計画の策

金を活用し、油揚げに自動で具材を

ぶあげ」で、クルトンのようにサラダの

定にあたっては I S I C O の専門家派

充てんし、カットする機械を開発。生

トッピングに使ったり、スープや炊き

遣制度を活用し、中小企業診断士の

産性の向上を図った。今後も競争力

込みご飯などの具材に使う。二つ目

指導のもと、ビジネスプランの具体化

の強化を目指し、新商品開発と新市

は、豆腐のような食感の厚揚げ「 とう

に取り組んだ。

場開拓に一層注力する構えだ。

ふあげ」で、炒め物などの具材として

計画承認後、低金利の融資制度を

使う。三つ目の「加賀乃里」は具材が

活用して導入したのが蒸気熱交換式

たっぷり入ったがんもで、五郎島金時

フライヤーである。従来の直火式に

を入れたものと、生麩や鶏肉などを入

比べ、油の温度を一定に保ちやすく、

れた治部煮風の2種類がある。

温度のムラもないのが特徴だ。川島

か

が

の さと

「従来のように和食の煮物向けだ

淳子商品開発課係長は、
「揚げる条件

けでは市場拡大が難しい上、他社と

によって、がんもの食感や膨らみ方が

同じような商品を作っていては価格

大きく変わる。それらを最適化するた

競争に巻き込まれる。がんもは当社

め、新しいフライヤーが助けになった」

にとって利益貢献度が高く、だからこ

と笑顔を見せる。

そ、
新たな用途や市場を開拓したかっ
た」。開発のきっかけについて、そう話
すのは三浦恭平取締役生産本部長

消費者の声を参考に
商品を改良

だ。こつぶあげは形状を工夫するこ

加賀乃里については、I S I C O が

とで、
洋食や中華料理などへの利用を

香林坊大和で開いた「石川のこだわ

見込む。とうふあげは中がスポンジ

り商品フェア」で得た消費者の意見を

三浦恭平取締役生産本部長（写真左）と川島淳子商品開発課係長。

羽二重豆腐
（株）
金沢市西金沢2丁目162番地
TEL. 076-249-1171
■
■
■
■
■

代 表 者
設
立
資 本 金
従業員数
事業内容		

藤原 英二
昭和28年1月
4,000万円
89名
大豆加工食品、冷凍食品の
製造、販売
● http://www.habutae.co.jp/
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県内企業の事業引き継ぎを支援
石川県事業引継ぎ支援センター発足

ISICO は、10 月 1 日から経営支援部経営支援課内に、事業引き継ぎのた
めの相談窓口である「石川県事業引継ぎ支援センター」を発足させました。
当センターでは、
「後継者がいないので会社を譲渡したい」「譲渡価格が知
りたい」「M&Aの進め方を知りたい」「他の企業を買収したい」など、事
業継承全般のご相談にお答えします。お電話で予約をしていただいた後、
必要書類を持参していただき、アドバイスなどを行います。まずはお気軽
にご連絡ください。
● お問い合わせ／石川県事業引継ぎ支援センター

TEL : 076-267-1244

県内企業が新規受注を目指し意見交換
石川県受注開拓懇談会
ISICO は11月11日、愛知
県名古屋市のキャッスル
プラザで、県内企業の新
規受注拡大などを目指し
た受注開拓懇談会を開催
しました。この懇談 会に
は、県内企業 70 社と中京
地 区の大手企 業 43 社 が
参加し、活発に意見を交
わしました

県内企業70社が技術力を売り込みました。

発展目指し新たなビジネスプランを発表

今年も「革新的ベンチャービジネス
プランコンテストいしかわ」が開催さ
れましたね。ファイナリストの方々のプ
レゼンを聞いていると、
「なるほどこう
いう発想があったのか」と、とても新
鮮な気持ちになります。過去のコンテ
ストを含め、ファイナリストとしてあの
場で発表している人の中には、自分と
年が近い人もいて、自分ももっと頑張
らなくてはいけないなという思いにな
ります。世の中に数多くの企業がある
中で、ベンチャーとして新しく事業を
スタートさせるということは、想像を絶
する勇気や苦労が必要なのだと思い
ます。皆さんの事業がうまくいくことを
願っています。過去のコンテストの内
容については、ぜひ情報誌のバックナ
ンバーをご覧ください。
もし自分が起業するなら「堂々と勉
強スペースとして使えるカフェ」か「ダ
イエットや筋肉づくりのために低カロ
リー高たんぱくな食事を提 供するカ
フェ」をしてみたいなぁ、なんて妄想し
たりしますが、書類審査で落とされそ
うですね。

ビジネスプラン発表会inいしかわ
ISICO と国立研究開発法人情報通

信 研 究 機 構（NICT） は 11 月 11 日、
ベンチャー企業や、今後、創業・事
業化を目指す方を支援するため、県
地場産業振興センターで「ビジネスプ
ラン発表会 in いしかわ」を開催しま
した。この発表会では、学生部門 5
名、企業部門 5 名の計 10 名がビジ

10名が新規事業について提案しました。

FAX

ネスプランを発表したほか、2 名の審査員によるアドバイスも行われました。
58 名の来場者が見守る中、( 株 ) アイ・ツー代表取締役の松崎秀規氏によ
る「新たな高齢者向けビジネスを低コスト・スピーディに」が最も優れたプ
ランとして選ばれ、来年 3 月 9 日に行われる起業家万博（主催：NICT）への
出場権を獲得しました。

［発行月］平成27年11月
（年6回発行）
［編集協力］ライターハウス／金沢市問屋町1-75
［印刷所］㈱ 橋本確文堂／金沢市増泉4-10-10

