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巻 頭 特 集

中小企業の円滑な
事業承継に向け、
ISICO内に
無料相談窓口を開設

後継者問題に悩む中小企業・小規模事業者のニーズが高まっているため、平成 27年10月、ISICO 内
に「石川県事業引継ぎ支援センター」を設置しました。同センターでは、専門相談員が税理士や弁護
士などの専門家と協力しながらアドバイスし、円滑な事業承継をサポートします。これにより、中小企
業が蓄積してきた貴重な技術やノウハウを保護し、雇用や地域経済の活力の維持につなげます。こうし
た取り組みを周知するため、ISICOでは事業承継をテーマとして、12月3日に県地場産業振興センター
で経営支援セミナーを開催しました。今回の特集ではその講演要旨を紹介します。

（株）オンデック代表取締役

久保 良介 氏

スピーディーに承継可能で、
事業の発展も望めるM＆A が
有効な解決手段に

中小企業の後継者問題が深刻化し

在も経営されている企業が後を継ぐこ

たります。だからこそ、専門家の活用

ています。平成 26 年のデータでは、

とになるので、経営者としての資質に

をおすすめします。専門家の協力を得

社長の平均年齢は59 歳で過去最高を

対する不安も軽減されます。また、技

ることで、より良い相手に巡り会う可

更新、一方で後継者がいない企業は

術や人材、ノウハウがある企業に加わ

能性が高まります。また、中小企業の

65.4％に上り、小規模企業ほどその傾

ることになれば、譲渡企業の弱点を克

M＆A は経営者同士の感情に左右さ

向が強くなっています。また、日本で

服し、競争力の向上を果たすこともで

れやすい面がありますが、専門家が仲

は人口減少や高齢化によって内需が縮

きます。

介役を務めれば成約率が高まります。

小するなど、継ぎにくい環境にあると

一口にM＆Aと言ってもその手法は

しかし、中小企業に特化した民間の

言え、息子や娘などの親族に経営を委

さまざまです。中小企業であれば株

M＆A 専門業者はまだ少ないのが現状

譲する従来型の事業継承が難しくなっ

式を買い取ってもらう「株式譲渡」と保

です。知識不足で経験の浅いコンサル

ています。

有する事業を法人から切り離して買い

タントも少なくありません。そこで、ぜ

そこで、後継者問題の有効な解決

取ってもらう「事業譲渡」によるものが

ひ活用してほしいのが事業引継ぎ支援

手段として近年注目されているのが M

ほぼすべてです。株式譲渡は法的手続

センターです。同センターは公的機関、

＆A（企業の合併・買収）です。M ＆

きが簡素で、簡単に実行できるのがメ

石川県であれば ISICO が運営主体で、

A は大企業の話と思うかもしれません

リットです。事業譲渡は、
承継する資産、

M＆A を検討している段階で相談して

が、中小企業同士でも増加傾向にあり

負債を限定できる点が特徴と言えます。

も情報が漏洩する危険性もない上、適

ます。M＆A のメリットは、広く外部に

M＆Aは何度も経験することではな

切な民間業者への橋渡しを期待でき

後継者を探すことができる点です。現

い上、求められる専門知識も広範にわ

ます。

（株）オンデック：関西を中心に、中小・小規模企業のM&Aを扱う専門会社
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内田清隆法律事務所・弁護士

渡辺 数磨 氏

事業の承継に向け、大切なポイント

回しになりがちです。しかし、対応が

は次の3点です。1 点目は経営者が若

遅くなれば手遅れになり、結果として

いうちから準備を進めるということで

廃業せざるをえないケースもあります。

す。事業の引継ぎには複雑な問題が

早く相談するに越したことはありませ

付きもので、理解力、判断力を求めら

ん。

れる場面も多々あります。年を取って

3 点目は特にM＆Aの場合、双方の

から始めたのでは、うまくいきません。

経営者が考えていることに誤解がない

経営者自身が気力も体力も充実してい

ようによく話し合い、その内容をしっ

るうちに始めてほしいと思います。

かりと契 約書に残すということです。

2 点目は早めに専門家に相談すると

契約書や契約内容がずさんであれば、

いうことです。中小企業の経営者は得

相手に都合良く解釈され、不利益を被

てして一人で何役もこなすプレイング

ることもありえます。どれだけ時間を

マネジャーです。多忙ですから、自身

割いても十分ということはありません。

が元気なうちは事業承継に考えが及ば

慎重に丁寧に契約内容を話し合ってく

ないことも多いですし、どうしても後

ださい。

〝後継者がいない〟

〝事業の引継ぎに不安がある〟

経営者が若いうちに
事業承継の準備を

まずはお電話を！
秘密
厳守

相談
無料

事業承継・引継ぎを

お考えの県内企業の皆様に

専門家がアドバイスします。

自社株式の集中が
円滑な事業承継の第一歩

1

事業の承継、廃業など、先行き
に不安や課題があれば、お気軽に
ご連絡ください。

倉大八税務会計事務所・税理士

倉 大八 氏

事業承継には 2 つの柱があります。

2

力なリーダーシップです。というのも、

1 つは経営そのものの承継で、もう1

散逸した自社株式を、法律を使って強

つは資産の承継です。これらは車の両

制的に自分のものにすることはできま

輪のようなもので、同時並行的に対策

せんし、資金さえあれば売ってくれる

を講じる必要があります。そして、そ

というものでもないからです。だから

の両方に関わってくるのが自社株式で

こそ、経営者自身が元気で影響力が

す。自社株式が半数以上なければ経

強いうちに取り組んでほしいのです。

営の支配権を確保できません。この問

また、自社株式を後継者へと集中

題にうまく対応しないと、社内におけ

させやすくするための法律として中小

る求心力の低下、金融機関からの評価

企業経営承継円滑化法があります。こ

の低下など、トラブルにつながってしま

の法律に基づいて、金融支援を受け

うので注意してください。

たり、課税の特例が認められたりしま

ただ、一度分散してしまった株式を

す。平成25年度に使い勝手がよくなる

まとめるのは至難の業です。問題解決

よう改正されましたので、ぜひ活用して

に向け、何より大切なのは経営者の強

ください。

電話で予約

窓口相談
専門家が課題を抽出し、さまざまな
選択肢を提示。相談者の課題に
よっては支援機関をご紹介します。
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事業承継・引継ぎ支援
後継者が不在で、第三者による
事業引継ぎを希望される場合、登
録民間支援機関（M＆A 支援会
社・金融機関等）に橋渡しします。

石川県事業引継ぎ支援センター
（公財）石川県産業創出支援機構
経営支援部経営支援課内
●
●

TEL. 076-267-1244
MAIL：hikitsugi@isico.or.jp
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新事業を軌道に乗せ、経営の柱に
（有）まるしょう
http://www.kaga-marusyou.ecnet.jp/
小松市安宅新町ナ11-1
■
■
■
■
■

TEL. 0761-21-9655

代表者
北村 庄五
創 業
昭和56年4月
資本金
300万円
従業員数 15名
事業内容 漬物、ジャム、たい焼きなどの製造、販売

地元の野菜を使った無添加漬物を製造するまるしょうでは、出荷
規格外の野菜や果物を使った手作りジャムを商品化。テレビ番組
で紹介されたことをきっかけに人気に火が付き、売り上げが増加
したほか、取引先も拡大した。また、ジャムや県産野菜を練り込ん
だあんがたっぷり詰まったたい焼きも発売。こちらも好評を得て
おり、本業である漬物の売り上げが落ち込む中、新たな事業の柱
に育っている。
自社農園と契約農家の野菜や果
物を使った手作りジャム（150 グ
ラム入り・680 〜 780 円）。

規格外の旬の野菜・果物をジャムに

料などの食品添加物を一切使用していない安全・安心な
ジャムに仕上がっているとともに、野菜・果物が本来持つ
おいしさや素朴な風味を楽しめる。

まるしょうが販売する「農家まりちゃんの手作りジャム」
は地元小松の特産であるトマト、能美産のユズ、加賀産の

JA あぐり、めいてつ・エムザ、かがやき屋本店（香林坊大

梨、金沢産のリンゴなど 9 種類をラインアップする。珍し

和地下 1 階）などで販売している。

いものでは自社農園で育てたルバーブを使ったジャムもあ

発売は平成 22 年にさかのぼる。今でこそ人気商品に育っ

る。ルバーブはタデ科の西洋野菜で、紅色を帯びた太い葉

たが、当初は思ったように売り上げが伸びなかった。転機

柄を食用とする。煮てジャムやゼリー、ソースにするのが一

となったのは平成 25 年に全国ネットのテレビ番組で紹介さ

般的で、同社のルバームジャムも甘酸っぱくておいしいと評

れたことだった。以前、石川へ旅行に訪れたテレビ番組の

判だ。

ディレクターが、そのこだわりにひかれて購入したトマトジャ

同社のジャムは、新鮮な材料を 5 〜 6 時間、じっくりと
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現在、同社のホームページと店舗、道の駅こまつ木場潟、

ムのおいしさに感動し、大きく取り上げてくれたのだ。

煮込んで手作りする。有機栽培されたサトウキビから精白

「放送から一カ月は電話が鳴りっぱなしでした。在庫はす

せずに作るオーガニック砂糖のみで炊き上げ、香料や保存

ぐに底をつき、追加の製造に追われました。そのうち材料

もなくなってしまったことから、中には 1 年待ってもらった
方もいました」
。
当時の様子をそう振り返るのは北村眞理子専務である。
その後、おいしさに注目した果樹園や金沢市内のホテルか
らは OEM の依頼も相次ぎ、菓子メーカーに業務用として
ジャムを供給するなど、取引先も着々と拡大している。ジャ
ムを挟んだ焼き菓子であるブッセも商品化した。

活性化ファンドで冷凍たい焼きを開発
余勢を駆って平成 26 年には「羽根付きベジフルたい焼
き」の製造、販売をスタートさせた。ジャムからたい焼きへ
の展開は突飛に見えるが、北村専務によれば小松はトマト
とニンジンの県内有数の産地で、それらを使った商品の開
発依頼があり、トマトジャムの応用として、トマトあんを考
案したのが発想の原点だった。
もちろん、たい焼きにもたくさんのこだわりが盛り込まれ
ている。まず、中身のあんにはトマト、五郎島金時、大納

羽根付きベジフルたい焼き（1 個 180 円）の出張販売風景（写真右）
。
トマトあんはほんのりピンク色だ。

しい」という要望が多く寄せられたことが端緒で、現在は
おいしさを損なわないための冷凍方法やパッケージについ
て、研究を重ねている。
土産用やネット販売に適した商品にするため、ブッセをよ
り長く日持ちするように改良することも今後の目標だ。

売り上げの約 40％は新事業に
同社がこうした新事業に力を入れる背景には、本業であ
る漬物の販売不振がある。
そもそも北村社長の家は代々農業を営んできた。しかし、

言小豆の 3 種類をそろえた。
「他にない特徴を」と北村庄

精魂込めて育てた野菜が天候により価格が暴落したり、不

五社長が考案したトマトあんは、小松産トマトのペーストと

作だったりする現状を見て「これではあまりに悲しい」
（北村

ジャムに白あんを練りこんだもの。ほんのりピンク色で、ほ

社長）と自家製野菜を使った漬物製造に乗り出した。製造

どよい酸味とトマトの風味が感じられるさわやかな味だ。

にあたっては夫婦ともに東京農業大学で学んだ知識をもと

生地には小松産ニンジンのピューレが練り込まれている。

に、化学調味料などを一切使わず、北陸の漬物メーカーで

外はパリパリ、中はもっちりとした食感を楽しめる。

はいち早くミネラル豊富な天日塩を使うなど、こだわりを貫

たい焼きは週に 2 日から 5日、
県内のJA 直売所やショッ

き、売り上げを伸ばしてきた。

ピングセンターなどに出張し、焼きたてを販売。企業に出向

経営状況が変わり始めたのは約 10 年前である。食生活

くこともある。物珍しさも手伝ってか、発売当初から行列

や嗜好の変化が進んだことから売り上げが減少。今では当

ができる人気ぶりで、
最も多い日には1,360 個を売り上げた。

時の約半分にまで目減りした。同時に、異常気象による野

さらに、新事業の拡大に挑むために、平成 27 年度には

菜価格の高騰、
価格競争の激化によって収益性も悪化した。

活性化ファンド事業に申請し、採択された。

そんな時に目を付けたのが、形がいびつであったり、傷

ファンドを利用した取り組みのひとつは、キッチンカー（移

があったりして出荷規格を満たさず、廃棄されてしまう野菜

動販売車）のリースだ。これまではたい焼き機を設置した

だった。これを活用できれば、新たな事業の柱ができるだ

り、ガスボンベをつないだりと準備や後片付けに手間がか

けでなく、地元農家にも喜ばれ、産地の魅力発信につなが

かっていたが、キッチンカーを導入すれば、省力化が可能

るというわけだ。

だ。加えて、ガスや水道が整備されていないようなイベント

もちろん、
ジャムやたい焼きを作るのは初めての経験であ

会場にも気軽に出店できる。既に開発に取りかかっており、

る。
ジャムならばいかに限りなく自然で安心な商品を作るか、

平成 28 年以後、平日には同

たい焼きならば他にはないオリジナリティや地元食材を取り

社前での販売を予定する。

入れたあん作りなど、試行錯誤の末に完成させた。

また、冷凍たい焼きの開発

苦労も多かったが、
現在ではジャムやたい焼きの売り上げ

にも取り組んでいる。これは

が全体の約 40％を占めるまでに成長した。今後漬物に関し

出張販売を行っている店舗や

ては、
根強いファンが多い大根寿司など、
こだわり商品に経

消費者から「常時販売してほ

営資源を集中させる一方、地域の特産品を生かしたジャム

土日は自らたい焼きを焼き、新事業の成
長をリードする北村眞理子専務。

やたい焼きの開発をさらに進める計画で、
北村社長は「いず
れは新事業を経営の主力にしたい」と青写真を描いている。
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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。

多種 多様なタイプ
をそろえる「SO-Q
STYLE」。 好 み や
浴室のデザインに
合わせて選べる。

山中 漆 器 の素 地 用に 樹脂
成型を手がける素地のナカ
ジマでは、これまでに培っ
た技術を盛り込み、新たな
バス用品ブランド「SO-Q
STYLE（ソーキュースタイ
ル）」を開発した。従来品と
は異なるデザインや質感で
人気を呼び、インターネット
や 全国展開の 雑 貨店での
販売を強化しており、順調
に地歩を固めている。

山中漆器の技術生かしたバス用品
4年で売り上げは2.5倍に
ま き

え

も り

え

か ん し つ

蒔絵や盛絵、乾漆の技法で
デザイン性を高める
「SO-Q STYLE」は、詰め替え用
のシャンプーやコンディショナー、ボ
ディソープを入れるボトルを主力に、
ソープディッシュ、歯ブラシスタンド
など、風呂や洗面台で使うものを中
心に約 300 アイテムをそろえている。
最大のセールスポイントはデザイン
性の高さだ。木目調のシックなタイ
プや、カラーバリエーション豊かな
ポップなものなど、
種類はさまざまで、
樹脂そのものの色を使うことの多い
従来品とは一線を画している。
違いを生み出すのは、同社が携
わってきた山中漆器の技術である。
例えば、樹脂製のボトルに蒔絵柄の
スクリーン印刷を施し、そこに金粉
や色粉をふることで、花びらの繊細
なグラデーションを鮮やかに描くこと
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ができる。また、スクリーン印刷の
際に塗料を盛り上げる盛絵でアクセ
ントを加えたり、つるつるとした樹脂
に乾漆の技法でざらっとした質感を
持たせたりすることも可能だ。商品
の中には山中漆器の柄をデザインし
たものも多く、伝統産業の技法を取
り入れ、高級感を付加しているのが
特徴だ。
SO-Q STYLE のシャンプーボトル
の価格帯は 1,600円〜2,500円。800
円以下で販売されることの多い他社
製品に比べると、高めに設定されて
いるものの、ハイセンスなアイテムが
並ぶ雑貨専門店やショッピングサイ
トなどで好調な売れ行きを見せてい
る。
「多少高くても好みに合う身の
回り品をそろえたい人は増えている。
平成 23 年の販売開始から 4 年、10
代後半から 30 代前半の若い人を中
心に販売実績は着実に伸び、シャン

プーボトルの売り上げは 2.5 倍になっ
た」と、中嶋敏博社長は手応えを感
じている。

地場産業だからこその
多品種小ロットを実現
新商品の企画から開発、製造ま
でを加賀市内を中心に北陸エリアで
担える点も同社の強みだ。量販店で
販売する樹脂製品は、国内で企画・
デザインしても海外の工場で生産す
ることが多く、新商品の開発までに
数カ月かかるのが一般的だ。その点、
同社では、アイデアが浮かんだその
日のうちに発注し、2 〜 3 日後に試
作品を提供するスピーディーな対応も
できる。
さらに、自社ブランドを持つこと
によるメリットも出てきている。従来
ならば、商品を購入した顧客の声は、

あった。同じ樹脂を用いるとはいえ、
素地の納入先である漆器店などから
聞くことが多かったが、
それに加えて、 バス用品はシャンプーの酸などに耐え
られる材質にする必要があり、それ
リアルタイムに耳に届くようにもなっ
に伴って塗料も変更しなければなら
た。
「お客様の要望に応え、ボトル
ない。それは山中漆器の技法を製品
のサイズを変えたり、子ども向けの商
に取り入れるうえで大きな壁となり、
品を企画したりと、商品開発に生か
されている」と中嶋社長。柔軟に対応 「職人と二人三脚で試行錯誤を繰り
返し、最適な方法を導き出していっ
できるフットワークの軽さが、多彩な
た」
（中嶋社長）という。
商品ラインアップにつながっている。
ちなみに、ブランド名である SO-Q
また、数百単位の小ロットの生産
STYLE には、
“山中漆器で培った素
も可能で、それが新たなビジネスチャ
ンスとなっている。最近では、ホテ （SO）地の品質（Quality）を生かす”
という強い思いが込められており、こ
ルやセレモニーホールなどの施設名
うした中嶋社長の姿勢が新商品の開
を入れたオーダーメイド商品の開発
発を後押ししたと言えるだろう。
依頼も多く、個人客以外への販売実
績も増えている。

バス用品に適した
樹脂、塗料に変更
樹脂で成型した山中漆器の素地を
手がけてきた同社が、自社ブランド
の立ち上げに動き出したのは約 5 年
前からだ。その背景には、山中漆器
だけでなく、伝統産業全体が抱える
課題がある。
「素地は機械で生産す
るので、大量に供給できるが、高齢
化や担い手不足で、漆器として仕上
げる職人の数が減っている。素地は
生産できるのに出荷できない。そこ
に危機感を感じていた」
。中嶋社長
はこう振り返り、職人に大きな負荷
をかけずに、樹脂成型品の新たな活
用ができる策として自社ブランドの開
発に乗り出した。
開発にあたっては、山中漆器が
メインで生産する食器以外の市場を
ターゲットに定めた。それは、素地
を納入する顧客である漆器店などと
の競争を避けるとともに、山中漆器
の新たな活路を見出したいとの思い
があったからだ。
ただ、新市場としてバス用品の開
発をスタートしたものの、これまで手
がけてきた食器との違いに戸惑いも

活性化ファンドで
販促ツールを充実

一方で、新市場の販路開拓には、
平成 26 年度に採択を受けた ISICO
の活性化ファンドの助成金が役立っ
ている。年 2 回の「インターナショ
ナル・ギフト・ショー」や「国際雑
貨 EXPO」といった、東京ビッグサ
イトを会場にした国内最大規模の展
示会に出展し、展示ブースの装飾や
カタログの制作などに活性化ファン
ドを活用している。販売促進に役立
つツールを充実させたことでバイヤー
からの引き合いも増えているそうで、
全国展開する大手雑貨店での販売
が始まるなど、販路は広がっている。
同社では現在、風呂おけやいすな
ど、アイテム数の一層の拡大に向け、
知恵を絞っているところだ。並行して、
中嶋社長は全く違った展開にも期待
を寄せる。
「バス用品にもこだわらな
いし、なんなら樹脂製品でなくても
いい。異業種と連携することで伝統
産業の技術を生かし、新分野に挑戦
したい」
。自社ブランドの開発を引き
金に、これまでとは違った角度から
山中漆器の可能性を探る動きが熱を
帯びている。

上：活性化ファンドを利用し、装飾にこだわった
展示会ブース。
下：
「活性化ファンドは使い勝手がよく、営業に
かかわる項目に幅広く使え、大変助かっている」
と中嶋敏博社長。

（有）素地のナカジマ
加賀市河南町ルの16
■
■
■
■
■

代 表 者
設
立
資 本 金
従業員数
業務内容

TEL.0761-76 -1205

中嶋敏博
平成10年5月
300万円
14名
山中漆器の素地となる
樹脂成型品の製造
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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。

（株）
ウインズジャパン

金沢市横川3-20
TEL. 076-259-6560

ヨーロッパ市場を目指し、
特許を国際出願
オートバイ関連商品を企画、開発するウインズジャパンが、新たな
ヒット商品として期待をかけるのがヘルメット用の曇り止めシート
「FOGWIN（フォグウィン）
」である。既存の製品とは異なる特殊
な素材や、独自の取り付け方法を採用し、性能を大きく向上させた
自信作だ。また、知的財産保護にも力を入れ、FOGWINに関する
特許の国際出願や商標の国際登録といった取り組みにより、日本
国内はもちろん、
ヨーロッパを中心に海外へと販路を拡大する準備
を進めている。

■
■
■
■
■

代 表 者
設
立
資 本 金
従業員数
事業内容

片岡 匡史
平成21年2月
500万円
20名
バイク関連グッズの企画・開発・販
売、コンチネンタルモーターサイク
ルタイヤの販売
● http://www.wins-japan.com/

自身もオートバイレーサーでユーザー目線を取り入れた
商品開発に取り組む片岡匡史社長。

特殊素材と空気層で
曇りを防ぐ
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FOGWIN を装着したヘルメット。内側から加湿器の蒸気を当てると、シールドの下部は曇るが、視野に
入る部分は曇らない。

FOGWINは、ヘルメットのシールド
の内側に貼り付けて使う曇り止めシー
トである。寒い時期や湿度の高い時
期、雨天時などにシールドの曇りを防
ぎ、
良好な視界を確保する。
シートはゲル状の特 殊 粘 着 剤で
シールドに貼り付ける。粘着剤の厚み
の分だけ、シールドとシートの間に空
気層が生まれ、これが断熱層の役割
を果たして外側と内側の温度差を減
らし、曇りを抑える。
さらに、シートには親水性のある特
殊素材を採用。ヘルメット内に発生す
る水分を吸い取って曇らないようにし
ている。
曇り止めシートには、ヨーロッパメー
カーが 作る先 行 品 がある。しかし、
このシートは温度や湿度に弱く、伸
び縮みするため、使っているうちに変
形して外れたり、表面が劣化して視
界が悪くなったりする欠点があった。
FOGWINでは特 殊 素 材を使うこと

で、
こうした欠点を解消した。
平成26年から自社製のヘルメット
に付属させるかたちで販売を開始。
平成27年春に、シート単体での販売
をスタートさせた。曇り止めシートに対
する認知度が低い上、温かい季節
には必要ないため出足こそ鈍かった
が、寒さが増すにつれて売れるように
なってきた。

優れた日本の技術で
先行品を凌駕
ウインズジャパンは、オートバイレー
サーでもある片岡匡史社長がユー
ザー目線を取り入れた商品を開発し
ようと設立した会社だ。
FOGWINも、片岡社長が雨天の
レースに出場した際、シールドが曇っ
てしまったことが発 想の原 点となっ
た。
「バイクのヘルメットは気密性が高い
分、寒い季節や湿度が高い環境で
は曇りやすくなります。シールドを少し
開けて外気を取り入れれば曇りは取
れますが、冬は寒いですし、雨の日に
は顔に水滴が付き、それが体温で蒸
発してさらに曇ってしまうんです」
（片
岡社長）。
曇り止めには液体タイプやスプレー
タイプもあるが、経験上、効果が長続
きしないことを実感していた片岡社
長は、日本の優れた技術を活用すれ
ば、先行する曇り止めシートの欠点を
克服できるのではと考え、開発を始め
た。
シートや接着剤については、さまざ
まなメーカーから素材を取り寄せ、テ
ストを重ねた。その結果、オリジナル
の防曇加工を施したシートを開発して

何度でも貼り直しができるのも特徴の一つ。大・中・
小の 3 サイズで価格は 3,000円。

くれた大手光学機器メーカーのもの
を採用。接着剤は曲面にも密着し、
何度も貼り直しできるものを手に入れ
ることができた。
また、日本モーターボート競走会の
協力を得て、
ライダー同様、曇りに悩ま
されているボートレーサーに使っても
らうための開発にも取り組んだ。真冬
でも水しぶきを浴びながらレースをし
たり、濡れたヘルメットを高温の乾燥
室に入れて乾かしたりと、使用環境
はオートバイよりも過酷だ。その上、グ
ラム単位の軽量化を求められる。こ
うしたハードルを乗り越えていくうち、
シートはより薄くて軽いものに、接着剤
もより気密性の高いものにといった具
合に開発が加速していった。

日本モーターボート競走会にも認定され、平成 28 年
からはボートレーサーも FOGWIN を装着する。

専門家や補助金が
特許出願の助けに
改良に改良を重ねた接着剤や取
り付け方法に関しては、平成26年初
めに特許を出願。平成27年春には
国際出願に切り替えた。シートの素
材についても、平成27年春にメーカー
と共同で特許を出願し、来春には国
際出願に切り替える。さらに、平成28
年には商標を国際登録する予定だ。
出願、登録にあたってはISICOの
専門家派遣制度を利用し、
弁理士か
らアドバイスを得た。同時に、ISICO
の中小企業知的財産活動支援事
業費補助金に採択され、助成を受け
た。
「うちは大手企業と違って知的財
産部門があるわけではありません。
専門知識がなく、何から手を付けてよ
いかも分かりませんでしたから、専門
家のサポートが力になりました。資金
力の乏しい中小企業でも、より多くの

国に出願できるようになりますから、補
助金も大きな助けになりました」
（片岡
社長）。
このように 同 社 が 国 際 的 な 知
的 財 産 保 護 に 力を 入 れるの は、
FOGWINを市場規模の大きいヨー
ロッパに売り込みたいとの思いから
だ。
平成27年11月にはイタリアで開か
れた世界最大のモーターサイクル展
示会ミラノショーに足を運び、ヘルメッ
トメーカーに営業をかけた。先行品よ
りも優れたブランドイメージを確立す
るため、現在、世界トップ3のメーカー
各社と商談を進めている。

独自技術を守り、
取引先にも安心感
ところで、同社にとって特許を出願
したり、商標を登録したりするのは初
めてのことで、その背景には苦い経
験がある。
同社のヒット商品の一つに、スマー
トフォンや携帯音楽プレーヤーとつな
いで使うヘルメット用スピーカー「サ
ウンドテック」がある。発売後、すぐに
人気商品となったが、2年ほどすると
コピー商品が出回った。中には仕組
みはもちろん、パッケージからコードの
長さに至るまで何もかもそっくりのもの
もあった。
このときは既にブランドイメージが
確立されていたことに加え、音質を高
めた上位モデルを投入し、差別化を
図っていたため、極端に影響すること
はなかったが、それでも下位モデルで
は市場の奪い合いを余儀なくされた。
今回はこうした経験を基に、海外
展開も視野に、いち早く知的財産保
護に取り組んだというわけだ。
「 特 許を取 得すれば 防 御になる
上、独自技術であることが明確にな
り、取引先にも安心感を与えられま
す」。片岡社長はそう笑顔を見せ、
今 後は曇り止めと言えば、すぐに
FOGWINをイメージしてもらえるよう
にブランド力向上と販路開拓を進め
ていく考えだ。
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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。

自社紹介サイトを新設し
こだわりと企業姿勢をPR
［ 金沢・近江町 株式会社松本 ］
https://matumoto.co.jp/

（株）松本

金沢市下近江町17
TEL. 076-232-2355

■代 表 者
■創
業
■資 本 金

松本 信之
昭和33年
1,000万円

■ 従業員数
■ 事業内容

10名
珍味・総合食品の卸売り販売、
淡水魚養殖・天然魚の販売

あえて別サイトを立ち上げ

誠実さ分かる常時SSLに

料亭などに向けた高級食材の卸売りを手掛ける松本
が、通販サイト「おいしい店ドットコム」に続き、新たに
自社紹介サイトを立ち上げたのは平成 26 年のことだ。
集客力のある既存の通販サイトを拡張するのではなく、
あえて新設した理由を、松本信之社長は「当社の食と料
理に対するこだわりを強く情報発信したかった」と話す。
同社では高級食材の卸売りだけでなく、生産者や飲食
店の声を取り入れたオリジナルメニューの開発支援にも力
を注いでいる。飲食店の経営者などの声を聞き、話し合
いながら、一緒になって新商品の開発を行うのだ。新サ
イトでは、そうした食への情熱を見てもらいたいという。
新 サイト構築にあ
たっては、自社がどの
ような会社かがすぐに
わかるようシンプルなサ
イト構成を心掛けた。
一方、コンテンツの
内容には熱い思いを
松本信之社長（中央）
とスタッフの皆さん。
込めた。オリジナルメ
ニューについて、その開発ストーリーや食に対する思いを、
松本社長自らが書き下ろしているのだ。こうした取り組み
により、ホームページを見に来た人は、同社がどのような
情熱やスキルを持っているかを具体的にイメージすること
ができる。
さらには、 その 情 報をより広く共 有 できるよう、
Facebook など SNS のシェアボタンも設置した。企業サ
イトではなかなか見られない Linkedin ＊1 や Tumblr＊2 な
どへの対応も行っている。

サイトには、他でまだあまり見られない取り組みがもう
一つある。それが、全ページを SSL ＊3 に対応させる常時
SSLだ。これにより、通信データが暗号化され、ユーザー
の情報が盗まれることを阻止できるなどのメリットが見込
まれる。
「ホームページはその会社を表すものです。BtoB を意
識するなら、これからは常時 SSL が信頼を得る助けの 1
つになると思います」と松本社長は語る。
昨今では、Google が常時 SSL サイトを検索順位で優
遇するようアルゴリズムを変更しつつあり、Google は「長
い期間をかけて強化していく」と予告している。
こうした松本社長の果敢な取り組みを支援しているの
は、中小企業診断士で ISICO ホームページドクターで
もある遠田幹雄氏だ。これ以外にも、社内の情報共有、
食材のデータベース化など、幅広く支援し、売り上げ増に
貢献している。
こうした遠田氏の支援もあり、平成 26 年 2 月には、
経済産業省の「中小企業 IT 経営力大賞 2014」で、IT
経営実践企業に認定されている。
今後も、さら ■ ホームページドクターからのメッセージ
なる売り上げアッ
遠田幹雄さん
プを目指して「お （（株）ドモドモコーポレーション代表取締役）
今後の企業サイトは「常時
いしい店ドットコ
SSL」にしていくべきでしょ
ムのリニューア
う。問い合わせメールフォー
ルも計画中です」
ムの安全性を高めることに
なります。また、
もしなりすま
と、松本 社長は
しサイトを作られたとしても、
やる気をみなぎら
「独自ドメインが常時 SSL 」
なら信頼性を確保できます。
せている。
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＊1 ビジネス特化型の SNS。人材獲得や転職などに活用されている。＊ 2 シンプルな機能とデザインが特徴の SNS。若い世代に人気。＊ 3 インターネットなどのデータ通信を暗号化する技術。

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。

専門家のアドバイス受け、
ISO9001を6カ月で取得
難削材の加工でも
不良率をほぼゼロに

家派遣制度を利用し、指導を受けた。
「当初は2年ほどかけて取得しようと
考えていました。しかし、先生から“だ

ISO9001の認証取得に取り組んだ篠原博社長（右）
と
篠原悦子取締役。

シノハラが現在、主力としているの

らだらやっても成果は出ない。集中し

社とハウメット・ ジャパンを結びつけ

は発電機用タービン・ブレードの加工

て取り組むことが重要 ”とアドバイス

たのが、老舗工作機械メーカーを退

である。能美市にあるハウメット・ジャ

されたことから、1カ月ごとに目標を

職後、同社に籍を置く村中宏顧問だっ

パン
（株）
が精密冷間鍛造で作ったブ

決め、それをクリアするための活動を

た。
「長年、工作機械を納めていました

レードを切削加工によって、滑らかに

進めました。その結果、6カ月で取得

が、シノハラのように機械の能力をフル

仕上げるのがシノハラの仕事だ。

できたのです」。

に使うことのできる会社は少ないんで

2,000℃近くになる環境で使われる

そう喜ぶのは I S O 取得を先導した

す」。その言葉通り、4 、5社の工場が

ブレードは、硬く、熱に強い超耐熱鋼

篠原悦子取締役だ。現在は不良率が

ハウメット・ジャパンからの要求をクリ

で作られており、切削加工が難しい。

ほぼゼロになるまで下がるなど、着実

アできなかった仕事を、シノハラは試行

そのため、従来は電極を当てて表面

に成果が挙がっている。今年10月の

錯誤の末、やり遂げた。

を除去する放電加工を施した後、
人の

継続審査にもパスしており、篠原取締

また、同社では、中小企業1社だけ

手で研磨していたが、時間がかかり、

役は「今後も当社に合った仕組みと

では技術力、対応力に限度があると

コストも高いという問題があった。相

なるように少しずつ進化させたい」と

の考えから、県内の約20社で組織す

談を受けたシノハラでは切削条件を

意欲を見せている。

る「チーム46」を結成。互いの得意分

何度も見直したほか、篠原博社長自
身が独自の刃具を設計・製作したり、
治具を工夫したりして、
マシニングセン
タでの加工を可能にした。

共同受注体制を
新規開拓の武器に
ところで、同社とハウメット・ジャパ

野を生かして幅広い若手の技術を要
求される仕事を一括受注したり、
受注
しきれない仕事を融通しあったりす
るなど、連携を強めている。

昨年10月にはハウメット・ジャパン

ンとの取引が始まったのは約3年前に

現在の業績はリーマン・ショック前

の要望を受け、I S O9001の認証を取

さかのぼる。実はそれ以前にシノハラ

の売り上げを超えるまでに回復してお

得。取得にあたっては I S I C O の専門

では三菱重工業向け発電機用タービ

り、シノハラでは今後も若手の技術を

ン・ブレードの加工

磨くと同時に、共同受注体制を新規開

を主力としていた。

拓の武器にして、持続的な成長を目指

しかし、リーマン・

していく。

ショック後の景 気
悪 化や円高によっ
て発注が激減。
「工
場を閉鎖してしまお
うかと考えた」
（篠
原社長）ほど、業績
が落ち込んだ。
危 機にあえぐ同
シノハラの主力設備のひとつであるマシニングセンタ。

（株）シノハラ
白山市横江町1726-17
TEL. 076-275-5233
■
■
■
■
■

代 表 者
創
業
資 本 金
従業員数
事業内容		

篠原 博
昭和24年4月
1,000万円
9名
発電用タービン・ブレード、産業
機械・建設機械などの部品加工
● http://www.sino-hara.co.jp/
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イシコ・トピックス

石川のこだわり商品を
首都圏バイヤーに向けてPR
石川のこだわり商品ビジネスマッチング
ISICO は、11 月 16 日、17 日 に、 石 川 県
ならではの素材、技術、技法を活用したこ
だわりの商品の販路開拓を目的として、ホ
テルメトロポリタンエドモント（東京都千
代田区）で、「石川のこだわり商品ビジネス

石川ならではの素材や技術を活用した商品
がずらり。

マッチング」を開催しました。首都圏等からバイヤー 25 社が集う中、県
内企業 40 社がこだわりの商品をアピールしたほか、活発な意見交換が行
われました。

北陸新幹線停車駅で石川の県産品をアピール

「石川産直市」開催

東日本旅客鉄道（株）と ISICO は、
11月19日から3日間、 北 陸 新 幹 線
沿線では東京駅に次ぐ大ターミナ
ルである埼玉県の JR 大宮駅で「石
川産直市」を開催しました。このイ
ベントは、北陸新幹線開業で、首
都圏から北陸への注目が集まる中、
県産品の魅力を PR するもので、県
多くの乗降客で賑わった「石川産直市」。

内企業 8 社が首都圏の消費者に自
社商品を売り込みました。

県内企業が新技術・新工法を提案

風がこれまでよりぐっと冷たくなり、
冬の訪れを感じる今日この頃、いかが
お過ごしでしょうか。体調を崩す原因
にもなりかねない冬の寒さですが、バ
イク乗りの方々にも重大な問題を引き
起こすそうです。その問題とは、ヘル
メットが曇ってしまうということです。
そんな季節にぴったりなのが、今回新
たなる挑戦で紹介したウインズジャパ
ンさんの「FOGWIN」です。これは、
ヘルメットの曇りを防止するシートなの
ですが、取材のときにはなんと加湿器
から出る水蒸気を当てることで、その
曇り防止性能を披露していただきまし
た。シートを貼っていない部分は一瞬
で曇ったのに対し、シートが貼ってあ
る部分は曇っておらず、その性能に驚
きました。
暑さ寒さも彼岸までとは言います
が、北陸の本格的な冬はまだまだこれ
から。彼岸がずっと遠くに感じます。
寒い冬を乗り切るためには、熱いお
風呂に入ってゆっくり体を温めるのが
いいですね。そんなときには、素地の
ナカジマさんのシャンプーボトルでお
しゃれなお風呂場を演出すると、より
幸せな気分になれるかもしれません
ね。

ダイハツ工業（株）・石川県技術提案型展示商談会
石 川 県 と ISICO
は11月18 日、ダイ
ハツ工業（株）
（大
阪府池田市）で「技
術 提 案 型商 談 会 」
を開催し、県内企

FAX

業 29 社 が、 そ れ
ぞれの有する新技
術や新工法を提案
しました。 当日は
220 人 が 来 場 し、

大勢のダイハツ工業関係者らが県内企業の技術に関心を示しました。

710 件に上る活発な商談が行われました。
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