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サイトにかける情熱

（資）
大杉屋布団店

社員間で感謝の気持ちをカードに
記して贈る「ありがとうカード」
。
現場の声を取り入れた職場づくり、
働きやすい環境づくりで人材の確
保、定着につながった。詳しくは
巻頭特集をご覧ください。
【表紙撮影／黒川博司】

中小企業の
人材確保・定着へ
成功のヒントを探る

少子高齢化によって労働力人口が減少する中、人手不足や
離職率の高さに頭を悩ませている中小企業は少なくない。
企業の成長や新たな事業展開を支える人材の確保は、重
要な経営課題の一つと言えるだろう。そこで今回の特集で
は、人材難を解消するために積極的な取り組みを敢行し、
採用や定着率アップにつなげた2社の事例を紹介する。

CA SE 01
野々市運輸機工（株）
金沢市湊1丁目55番地23
TEL. 076-238-7077

http://nonoichiunyu.com/
■
■
■
■
■

代表者
吉田 修一
創 業
昭和41年1月
資本金
1,000万円
従業員数 47名
事業内容 一般貨物自動車運送事業

社 員の 本 音 に 耳を 傾 け
企 業 風 土の 改 革 に 着 手
社員の心を通わせる
ありがとうカード

ド」
、普段の仕事の中で取引先から喜

何から手を付ければよいのか、頭

ばれた出来事などを書いた「感動シー

を抱える吉田専務にヒントを与えてくれ

ト」と呼ばれるカードがずらりと掲示

たのは創業者の「今日の会社があるの

工作機械や鋼材など重量物のトラッ

されている。社員同士の関係性にス

は従業員の頑張りのおかげ」という言

ク運送を手がける野々市運輸機工。人

ポットをあてるこうした取り組みが、モ

葉である。吉田専務は「まず社員と向

手不足が慢性化する業界にあって、

チベーションを高め、社内の雰囲気や

き合おう」と心に決め、対話の機会を

同社もドライバー不足に悩まされてきた

コミュニケーションを良くすることにつ

設けた。経営者からの話を一方的に

が、ここ数年で企業風土の改革に取

ながっているのだ。

伝えるだけだった全体会議を社員の思

り組み、人材の採用、定着につなげ
ている。
改革の象徴とも言えるのが、昨年 3
月にリフォームした休憩室だ。ドライ
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現場の声を取り入れ、風通しの
良い社風を作り上げた吉田章専
務（写真中央）と社員の皆さん。

「このままでは皆が辞める」
社員の一言に危機感

いや意見を共有する場に変え、さらに、
創業以来初めて、社員一人ひとりとの
個人面談を行い、社員の本音を引き出
そうと腐心した。

バーの要望を取り入れ、以前は外部か

社内改革の推進役を担ってきた吉

話し合いを重ねるうちに吉田専務が

ら丸見えでくつろぐことができなかっ

田章専務がその必要性に気付かされ

気付いたのは、労働条件に対する不

た点を改善したほか、室内を分煙化

たのは、繁忙期で社内が殺伐とする

満はあるが、社員はその奥底に「会社

し、ミーティングスペースも設けた。

中、ある社員から「このままだと皆辞

としての芯がほしい」
「もっとスキルを

何より特徴的なのが壁一面に掲げら

めていくぞ」と言われたことだった。

磨きたい」
「みんなとつながりを持って

れた大きな黒板だ。黒板には業務上、

しばらくすると、入社したばかりの若

仕事をしたい」という前向きな思いを

共有すべきさまざまな情報に加え、仕

手社員から「社内の雰囲気が悪いの

強く持っているということだった。

事で助けてもらったときなどに、社員

で辞めたい」と打ち明けられ、危機

が感謝の気持ちを記す
「ありがとうカー

感を一層強くした。

その後、こうした思いに応えること
こそが、社員の満足度向上につながる

と考えた吉田専務は、会社の変化を

は社員との双方向のコミュニケーショ

づくりに加え、年明けからはテーマご

社員に実感してもらおうと、さまざま

ンに力を入れ、企業風土を変える土台

とに 7 つの委員会を設け、全社員が

な取り組みを続けざまに打ち出した。

を作った好例」と話すのは ISICO人

そのどれかに参加する取り組みをス

材支援課アドバイザーの矢部敏明で

タート。そこから出てきたアイデアを生

ある。

かし、
「機嫌のいい、おもしろい職場

会社の雰囲気が好転
異業種からの転職者も

手応えを感じた吉田専務は現在、

づくり」
（吉田専務）を加速させている。

若手リーダーを巻き込んだ改革チーム

まず、取り組んだのが経営理念の
成文化だった。さらに経営理念を社

左）休憩室の黒板に
は社員同士で感謝の
気持ちを伝えるカー
ドなどがずらりと貼
り出されている。
右） 社 員の成 長ぶ
りや手本になるよう
な取り組みなどをク
ローズ アップして伝
える社内報。

員に理解してもらうための研修も実
施。社員が経営理念について具体的
に考え、意見を出し合う場を設けた。
経営理念の策定やその具現化のため
のミーティングの実施にあたっては、
ISICO の専門家派遣制度を利用し、
アドバイスを受けた。
冒頭で紹介した「ありがとうカード」

CA SE 02

や「感動シート」のほか、社内報の発
行もその一つで、月1 回、新たな資格
を取得した社員の紹介など、明るい話
題に絞って情報発信している。また、
玉掛け、クレーンなど、業務上持って
いれば有利な資格の取得費用を全額
補助する支援制度も創設した。
「人はお礼を言われればまた手伝おう
という気持ちになりますし、注目され
たり、応援されたりすれば頑張ろうと
思います。この気持ちが広がって社内
の雰囲気も好転していきました。資格
取得支援など、社員から出た意見を制
度に反映させることで、社員が自主性
を持って行動する機会が増えたように
思います」
（吉田専務）
。
こうした取り組みは、昨年 6 月にリ

働きやすい 職 場づくりで
ワークライフバランスを推進

工 場 内では 生き生
き 働く女 性 社 員が
多 い。 社 員 同 士 が
フォローしあって業
務を進 める 社 風 が
根付いている。

ニューアルしたホームページやフェイス
ブックでも発信。すると会社の雰囲気
が伝わったのか、今まで応募がなかっ
た 20 代、30 代の若手や異業種の人
材から応募があり、数名を採用した。
定着率も高まり、一度辞めた社員が
戻ってきたケースもあった。
「社内に問題があると外に解決策を
求める人が多いが、答えは必ず社員の
中にある。その点、野々市運輸機工

共和電機工業（株）
金沢市増泉4丁目8番16号
TEL. 076-242-1181

http://www.kyowad.co.jp/
■
■
■
■
■

代表者
創 業
資本金
従業員数
事業内容

中村 進
昭和21年3月
5,000万円
250名
電気・電子機器、産業機械用制御装置、
自動化システムの設計・製造・メンテナ
ンス

採用が難しければ
今いる社員を大切に
「新卒採用に力を入れようと思っても、
中小企業にはなかなか人材が集まりま
せん。それならば、縁あって入社して
くれた人に長く続けてもらえるように
と、働きやすい職場づくりに取り組ん
でいます」
。
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そう話すのは電子機器などを製造す
る共和電機工業の杉村昌則総務部長

ユニークな取り組みとしては、
「まご

である。杉村部長の言葉通り、同社

サポ制度」がある。これは社員の子

では育児休業制度や短時間勤務制度

どもが出産した際、孫や出産した子ど

など、ワークライフバランスの充実を目

もをサポートするために利用できる短

指して職場環境を整備するほか、障

時間勤務制度だ。杉村部長は「同居

害者雇用にも力を入れる。

したり、近くに子どもが住んでいたり

こうした取り組みが実を結び、離職

することの多い石川ならではの制度」

率が着実に低減。さらに、知名度や

と胸を張り、
「昨年は 2 名が利用しま

企業規模、賃金よりも、長く安心して

した。希望者は 65 歳まで働けますか

働ける環境を整備したことから、大手

ら、制度利用は今後も増えると思いま

企業からも内定をもらっていた女子大

す」と話す。

生が同社に入社を決めるなど、採用活

障害者の雇用にも力を入れる点も特

動にも明るい兆しが見え始めている。

徴の一つだ。現在は聴覚障害者ら7

出産や育児で
仕事を諦めてほしくない

人が健常者と同一の業務内容、賃金
で働いている。障害者雇用率は法定
雇用率の 2％を上回る 4.5％だ。
障害者雇用に関する知識も経験もな

定時に退社し、子育てや家事を手伝い、自ら “ イク
ボス ” を実践する杉村昌則総務部長。

左）子育てに頑張る男性社員などを取り上げた社内
報。会社とは違った表情が見られ、社員同士のコミュ
ニケーションの潤滑油になっている。
右）聴覚障害のある背戸里香さん。障害者の仕事ぶ
りは健常者の社員にもプラスの刺激を与えている。

インターンシップを受け入れる際には
先生に卒業生の成長ぶりを見てもらう。

例えば、同社では最大 3 年まで育

かったが、職場づくりに工夫を凝らし

こうした取り組みを継続することで高

休を取得できるようになっている。こ

たことから、健常者と同様の貴重な戦

校との信頼関係が強まる上、会社の

れは出産間近の女性社員から、
「
（そ

力として加えることができた。例えば、

雰囲気に合った生徒を紹介してくれる

れまで就業規則で定めていた）1 年で

長文で書かれた手順書が理解できな

ようになるので、雇用のミスマッチも

復帰できるか不安」との声を受けて見

い人がいれば、作業内容を細分化し

起きないという。

直したケースだ。

た上でそれぞれを簡潔に記し、単語

例年苦労している大卒者の採用に関

また、育休から復職した社員を対象

カードのように 1 枚 1 枚めくりながら

しては、昨年初めて合同説明会に参加

とした短時間勤務制度も、従来は子ど

使う手順書を作った。手順書は従来

した。説明会では一方的に会社の情

もが 3 歳になるまでだった利用期間を、

よりも分かりやすくなり、新入社員研

報を説明するのではなく、車座にいす

小学 4 年生に進級するまでに延長し

修や高校生のインターンシップでも役

を配置し、学生の不安や疑問に徹底

た。この制度では勤務時間を30 分単

立っている。

的に答えるスタイルで、
じっくりとコミュ

位で設定することができる上、月ごと

家族を巻き込んだことも成功の秘訣

ニケーションを図った。その結果、
ワー

に変えることも可能で、子どもが夏休

だ。杉村部長は障害者の家族に業務

クライフバランスを重視する企業の姿

みの時は他の月よりも勤務時間を短く

内容や上司のコメントを書き込んだ作

勢に共感した 4 人の採用につなげるこ

するなど、家庭の事情に合わせ、フレ

業ノート、直筆の手紙で頑張りぶりを

とができた。

キシブルに働き方を選べるようになっ

伝えるほか、家族を職場見学に招くこ

採用活動の展開にあたっては

ている。

ともある。家族の会社に対する理解

ISICO のアドバイザーからたびたび助

が深まれば、本人が仕事で悩んだり、

言を受けた。
「一人で悩むことも多い

な出来事。それによって仕事を諦める

落ち込んだりしている時も力になってく

が、相談に乗って背中を押してくれた

ことがないようにしたかった」と制度

れるからだ。

り、他社の人事担当者と交流する機会

杉村部長は「出産や育児はハッピー

見直しの狙いを話す。
共働きの母親同様に、子どもの急
病などで職場を離れることの多いシン
グルマザーも門前払いにせず、人物本
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な人が多い」と評価する。

学生との対話で
企業姿勢を伝える

を作ってくれたりと、力になってくれた」
と杉村部長。人材の採用や定着は
「一人ひとりに目配りし、ケース・バイ・
ケースで柔軟に対応していくことが重

位で採用。杉村部長は「むしろ一家の

採用活動では、景気の良し悪しに

要」と指摘し、気持ちの良い職場づく

大黒柱としての自覚が強く、仕事熱心

関係なく高卒女子を毎年 2、3 人採用。

りに向け、情熱を燃やし続けている。

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。

各種支援制度の利用者に聞く

開業前の課題を整理するため
ISICOの専門家派遣を活用
星付き料理店で修業し
昨年8月にオープン
「SHÓKUDŌ YArn」は昨年8月、

れたりするなど、料理のコンセプトと
同様に、和と洋を組み合わせた店舗
となっている。
ちなみにYA r nは英語で撚糸を意

小松市にオープンしたばかりの創作

味し、二人のイニシャルを大文字にし

料理店である。オーナーシェフの米

た。S H Ó K U D Ōには「食の道を極

田裕二さんとデザートを担当する妻

めたい」との二人の思いが込められて

の亜佐美さんは、イタリアとスペイン

いる。

の有名星付きレストランで腕を磨いた

オープン以来、口コミで評判が広が

経験を持つ。裕二さんは日本料理店

り、現在、ランチはほぼ満席、ディナー

の調理長を務めたこともあり、和の中

は約7割の客入りが続く。来店時に次

ついても、I S I C O がこれまで培って

に洋のエッセンスを取り入れるなど、

の予約を入れていく客もいて、上々の

きたネットワークを活用。合わせて、

食のジャンルを超えた独創性の高い

滑り出しとなっている。

I S I C O が共催する、農林漁業者と商
工業者とのマッチングを目的とした地

料理を提供する。
また、
「食事の時間を楽しんでほし
い」との思いから、メニュー名、盛り付
け、提供方法などにも工夫を凝らして
いる。
客席数はフロア12名、個室6名。亜

奥に見える石積みは地元産の観音下石（かながそいし）
を使った壁で、
中はワインセラーとして使われている。

石川でしか
表現できない料理を
念願だった開業に向け、平成25年
から構想を練り始めた米田夫妻は、

産地消受注懇談会にも参加した。こ
うした取り組みを通じ、加賀れんこ
い べ り こ

くず

ん、のと猪部里児（豚肉）
、宝達葛、
くんせい

燻製用のリンゴの枝など、数多くの県
産の素材を調達した。

佐美さんの父が営んでいた撚糸工場

仕入れ先の農家を通じて I S I C Oに

「 せっかく石川で開業したのです

をリノベーションした店舗は、
「 お客様

相談。専門家派遣制度を活用し、事

から、ここでしか表現できない料理を

との関係を密にできるように」との考

業計画書の作成やブラッシュアップ

創造したいと考えています。そのため

えから、どの席からもガラス越しに厨

についてアドバイスを受けたほか、国

にもI S ICOの協力も得て、店の運営

房の様子が見える造りだ。

の創業 ・ 第二創業促進補助金への

を確かなものにしていきたいですね」

採択にもつながった。

と裕二さん。理想の店づくりに燃える

中庭にスペイン産のオリーブの木
が植えられていたり、壁には土漆喰

裕二さんは「料理以外のことに、な

を、器には石川の伝統工芸を取り入

かなか頭が回らなかったのですが、

二人の奮闘ぶりにこれからも注目し
たい。

専門家にフォローしても
らったおかげで、オープン
までにやるべき仕事を整
理でき、スムーズに進めら
れました」と笑顔で話す。
また、食材の仕入れに
米田裕二さんと亜佐美さんの背後
に見えるのは中庭のオリーブ。厨
房からも見えるようになっていて心
をいやしてくれる。

し

ょ

く

ど

う

ヤ

ー

ン

SHÓKUDŌ YArn
小松市吉竹町1-37-1
TEL. 0761-58-1058
■
■
■
■
●

代 表 者 米田 裕二
創
業 平成27年8月
従業員数 6名
事業内容		 創作料理店
http://www.shokudo-yarn.com
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素 材の 味 が 際 立つ
至高のごま豆 腐
（株）金沢寿屋

http://www.kanazawa-kotobukiya.com
金沢市尾張町2-4-13
■ 代表者
■創 業

山縣 秀行
大正10年

TEL. 076-231-6245
■ 資本金
■ 従業員数

200万円
25名（パート含む）

■ 事業内容

料亭の経営

ことぶきや

築150年を超える町家で大正10年から料亭「壽屋」を営む金沢寿屋。
北陸新幹線開業を契機に、料亭に続く経営の柱を作ろうと自社でプロ
デュースしたオリジナル商品の販売事業に乗り出した。
その第一弾が平
ご ま れん かん
成26年2月に発売した「胡麻煉羹」である。いわゆるごま豆腐なのだが、
従来の商品とは一線を画す味わいと金沢らしさを表現したパッケージ
で、飛躍的に売り上げを伸ばしている。

壽 屋 が 商 品 化した胡 麻 煉 羹。
香り高いごまの風味を楽しんで
もらうため、味噌やたれはあえ
て添付していない。

発売から2年で売り上げは3倍に
胡麻煉羹は、香ばしい香りや豊かな風味を持つ白ごまと、

物、中元や歳暮の品として人気が高く、かがやき屋で取り扱
う300アイテムの中でも上位の売り上げをキープしている。

宝達志水町で今も昔ながらの製法で作られ、幕末には加

また、手土産を選ぶ機会が多い、企業の秘書がすすめる

賀藩にも献納された宝達葛をたっぷりと使ったごま豆腐で

商品を集めた通販サイトでも人気を博している。

くず

ある。丹念に時間をかけて練り上げることで、ごま本来の

発売から約 2 年、売り上げは右肩上がりで、平成 26 年

風味が際立ち、もっちりとした食感、とろけるような舌触り

から 27 年にかけて

を楽しめる逸品だ。

は3倍以上に伸びた。

パッケージは加賀友禅、加賀水引細工、加賀毛針、金箔、

山縣秀行社長は「リ

兼六園、金沢城のなまこ塀というように、金沢の伝統工芸

ピーターも増えてき

や名所をモチーフにした 6 種類をそろえ、いずれもモダン

た。まだまだ伸び代

で高級感のあるデザインとなっている。

は大きい」と意気込

壽屋の店頭や自社のオンラインショップ、ホテル日航金
沢で販売するほか、昨年からは ISICO が香林坊大和地
下 1 階で常設する「石川のこだわりショップ かがやき屋本
店」や、金沢百番街でも販売をスタート。旅行客が金沢ら
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しいおみやげとして購入するほか、結婚式や法事の引き出

み、販路拡大に向け、
壽屋第 4 代店主の山縣秀行社
長。
「今までにない金沢のお土
産を作りたい」と胡麻煉羹の商
品化に乗り出した。

東京都内の百貨店等と商談を進めている。

300種類以上を取り寄せて研究
「経営基盤の強化に向け、料亭とは別の柱を作りたかっ
た」
。そう話す山縣社長が、北陸新幹線の開業に間に合わ
せようとオリジナル商品の開発に取り組み始めたのは 5 年
前のことだ。壽屋のルーツが精進料理店であることを踏ま
え、商品の第 1 弾にはごま豆腐を選んだ。
開発にあたっては、まず日本各地から 300 種類以上の
ごま豆腐を取り寄せ、研究した。
「品質の良いごまや葛は高価です。既存のごま豆腐はコス

パッケージは全 6 種。加賀友禅で用いられる「加賀五彩」の色調で金沢の伝統工
芸や名所をモチーフにデザインした。

トを下げるため、それらの含有量を減らしていることから、

まずはこだわりを理解してもらえる消費者にアピールし、販

ごまの風味が薄く、別添えした味噌やたれで味を補ってい

売したいと考えた。

るものばかりでした。それなら、ごま本来の香りや味を存

このため、ISICO では家庭画報のバイヤーと金沢寿屋

分に感じてもらえる商品を作れば、独自性につながり、勝

を仲介。家庭画報のバイヤーは「こんなごま豆腐は初めて

機があると考えました」
（山縣社長）
。

食べた。感動した」と採用を即決。商品は平成 26、27 年

レシピは山縣社長自身が考案。製造に関しては自前の
設備では大量生産できないため、理想の味を実現してくれ
るパートナー企業を探した。理想の商品を作るために必要
な条件は「品質に優れたごまを仕入れるルートがあること」

の中元、歳暮用カタログに掲載され、多くの注文が舞い込
んだ。
かがやき屋本店や金沢百番街でのばら売りも ISICO の
アドバイスを受けた取り組みだ。当初、山縣社長はいくつ

「ごまの香りを引き出す焙煎やペースト加工ができる技術が

かのパッケージを組み合わせることで、より金沢らしさが表

あること」
「とろけるような舌触りになるよう練り上げられる

現できると考え、3 個入り、6 個入り、9 個入りの箱売りに

こと」といったもので、北陸 3 県や九州の食品メーカーを訪

限定していた。しかし、単体でも完成度の高いパッケージ

ね歩き、何度も試作を繰り返したが、満足いく味に仕上が

であり、購入者も好きなデザインを選べることから、単品

らず、商品化は困難を極めた。そして、3 年をかけてようや

販売も行い、好評を博している。

く、兵庫県内で手作りと遜色ない理想の味を実現できる食
品メーカーと知り合うことができ、商品化にこぎつけた。
同時に、商品の良さが伝わらなければ消費者の手は伸び
ないとの考えから、パッケージ開発にも注力。大阪のデザイ
ン会社に依頼し、1 年かけてモダンで金沢らしさを取り入れ
たパッケージを完成させた。
ネーミングについては、従来のごま豆腐とは一線を画す
味わいをアピールしたいとの思いから、胡麻煉羹と名付け
た。

ISICOが家庭画報との橋渡し役に
販売は、まず壽屋の店頭からスタートし、ほどなくオンラ
インショップも立ち上げた。
また、石川ブランド認定製品に選ばれたことをきっかけに

アジアや中東でも販路開拓目指す
山縣社長は、さらなる新商品の開発に意欲的だ。現在、
「趣向を凝らした企画商品や季節限定品を展開したい」とア
イデアを練っており、まずは国産ごまと最高級の吉野葛を
使ったスーパープレミアム版の胡麻煉羹を今年中に発売する
計画だ。
また、販路開拓にも積極的に取り組もうとしている。国
内にとどまらず、海外での販売も視野に入れ、アジアや中
東での展示会への出展を行う予定だ。経済産業省が実施
している、世界に誇るべき日本の優れた地方産品を選定し、
海外に情報発信するプロジェクト ｢The Wonder 500｣ に
選ばれたことも海外展開の後押しとなりそうだ。
さらに、山縣社長は、今後について「ごまや食品にこだ

販路拡大策について、ISICO に協力を仰いだ。ただ、品

わらずオリジナル商品をプロデュースしていきたい」と話し、

質のいいごまや葛を厳選し、ふんだんに使った結果、1 個

経営の新たな柱づくりに向け、並々ならぬ情熱を燃やしてい

500 円と既存のごま豆腐に比べて割高になったことから、

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。

デザイナーと連携した商品開発に注力
山中漆器の伝統的な汁椀をリ・デザイン

が

と

我 戸 幹男商店では、積極的にデザイナーを活用し、現代の生活空間に合った山中漆器を生み出している。
その最新作が
「TSUMUGI
（つむぎ）」シリーズと名付けられた汁椀だ。産地に受け継がれてきた伝統的なフォ
ルムにさらに磨きをかけたこの汁椀は、デザイナーと連携して開発してきたこれまでの商品よりも生産性や
利益率をアップさせることに成功。
昨年秋の発売以降、順調に売り上
げを伸ばしている。

ふ

TSUMUGI シリーズの汁椀。形状は 10 種で、それぞれ 4 色を展開する（1 個 5,000 円）。今年 1月には日本クラフ
ト展奨励賞を受賞した。

産地に受け継がれる
10種の形状を見直し
TSUMUGIシリーズはケヤキを使
い、職人が一つ一つ手作りした汁椀
である。形状は全部で10種類。山
中漆器の産地で400年にわたって受

どうすれば来場者の目を引き留められるか。展示会で
のディスプレーにも工夫を凝らす。
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け継がれてきたものをベースに、東京
在住のデザイナーである石崎育味さ
んが現代の使い手の感性にマッチ
するようデザインし直した。
産地で受け継がれてきた伝統的
な形状には、それぞれに意味や思い
ひさご
が込められており、例えば、瓢型は古
くから薬 入れに使われたひょうたん
の形を模していて無病息災を意味
するといった具合だ。商品にもこうし
た解説を入れることで、消費者が快
気祝いや結婚祝いなど目的に応じて
購入しやすくするとともに、贈り手の
気持ちを伝えやすくしている。
10種類の汁椀には、それぞれブ
ラック、
レッド、ケヤキ本来の色味を生
かしたプレーン、木目が美しく浮かび

上がる拭き漆の4色をラインアップす
る。拭き漆を除く3色は、漆の上から
ウレタン塗装を施し、つやのないマット
な仕上がりとした。
平成27年10月から伊勢丹新宿店
で 2 週間の先行発売を行い、その後、
銀座三越、コレド室町、湘南T-SITE、
阪 急 う め だ 本 店、AKOMEYA
TOKYO銀座店などで販売し、着々と
売り上げを伸ばしている。
販促活動にはISICOの活性化ファ
ンドの助成金を活用しており、パンフ
レットやカタログ、ホームページといっ
た情報発信ツールを制作したほか、
今後は製造工程などを撮影したプロ
モーション映像の制作も予定する。
今年2月には、
ドイツ・フランクフルト
で開かれる世界最大級の国際消費
財見本市「アンビエンテ」に、スープ
やコーヒー、
サラダを入れるカフェオレ
ボウルとして出品し、海外への販路
拡大にも取り組んでいる。

感度の高い店舗に絞り
販路を開拓
同社がデザイナーを活用した商
品開発に取り組み始めたのは12年
前にさかのぼる。そのきっかけにつ

一昨年に整備したショールーム。商談に活用するほ
か、旅行客や外国人の見学者も多い。

いて我戸正幸社長は次のように話
す。
「当時、銘々皿や菓子鉢、丸盆、
ちゃたく
茶 托といった昔からの主力商品が
さっぱり売れなくなってしまいました。
このままでは経営が立ち行かない
と思い、東京で最先端のインテリア
ショップなどをリサーチしたところ、現
代の生活空間にマッチし、デザイン
性に優れた商品が売れていること
が分かったのです。そこで、デザイ
ナーを活用した商品開発に乗り出し
ました」。
その後、我戸社長は一般財団法
人伝統的工芸品産業振興協会が
手がける伝統工芸事業者とデザイ
ナーのマッチング事業に参加。デザ
イナーと連携した商品開発を具体
化させていった。同時に、「インテリ
ア ライフスタイル TOKYO」、
「東京
インターナショナル ギフト・ショー」な
どの展示会を糸口に、六本木、表
参道、青山、目黒、代官山、自由が
丘など、感度の高い消費者が集ま
る地域を中心にインテリアショップ等
の旗艦店に販路を開拓した。
また、「いくらデザインに力を入れ
ても、自己満足では決して認めても
らえない」
（我戸社長）
と、さまざまな
デザイン賞にも応募。山中漆器特
び
せんすじ
有の加飾挽き
（※1）で「千筋」と呼
ばれる細い溝を表面に施した茶筒
「KARMI（かるみ）」シリーズは、
グッドデザイン・ものづくりデザイン賞
（中小企業庁長官賞）や国際的に
権威のあるドイツ連邦デザイン賞銀
賞などに輝いた。
山中漆器の高い技術と洗練され
たデザインが評価されると売れ行き

も上向き、フィアットやディオール、テ
オドー、フランクミュラーなど、国内外
の有名ブランドからOEMの依頼が
舞い込むようになった。
実績が積み重なると、漆器をデザ
インさせてほしいという売り込みも増
え、現在、同社が手を組んだデザイ
ナーは15人を数える。
ただし、デザイナーに丸投げすれ
ば、良い商品ができるわけではな
い。我戸社長は「市場性をしっかり
と見極めた上で商品開発しなけれ
ば、どんなにデザインがよくてもうまく
いかない」と話し、誰に、
どんな商品
を、いくらで売るかというコンセプトを
明確にした上で、デザイナーに発注
をかけるという。

汎用材料の活用を前提に
デザインを依頼
デザイナーの発想を具現化して
いくうちに、新たな問題点も浮かび
上がってきた。
例えば、デザイナーが提示する
形状は従来、産地で作られる一般
的な漆器の寸法とは大きく異なるた
め、木地の製材段階からオーダーメ
イドしなければならず、生産効率が
悪く、割高になってしまった。その上、
サクラやミズメ、トチなど、近年品薄
で価格が高騰している材料をデザ
イナーから指定されることも多く、利
益を圧迫した。
また、山中漆器の技術をアピール
しようと加飾挽きや透けるほどに薄
く削る薄挽きをふんだんに用いたた
め、ベテランの職人に仕事が片寄っ
てしまった。腕のいい職人は代わり
がきかず、職人が他の仕事などで
作業できなければ欠品を余儀なくさ
れた。
こうした問題点を克服しようと企
画されたのがTSUMUGIシリーズ
である。産地では汁椀用にあらかじ
め荒挽き（※2）を施した汎用の材
料が数多く流通しており、同シリー

ズの10種類の形状はどれもそれを
使って作ることが可能だ。材料には
供給量が豊富で、価格も安定して
いるケヤキを使っている。
作るために必要なのは、職人に
とって必須のろくろ技術ばかりなの
で、アルバイトしながら生計を立てる
こともあるという若手職人など、
より多
くの職人に仕事を発注し、後継者を
育成することにもつながると期待し
ている。
TSUMUGIシリーズの売れ行き
に好感触を得た我戸社長は「デザ
インの優れた商品が売れるといって
も、決して奇をてらった商品が求め
られているわけでなく、伝統の本質
を踏まえつつ磨きをかけることが重
要と再認識した」と話し、今後は茶
托、銘々皿など、昔ながらの商品群
もデザインし直して復活させたいと
構想を練っている。
（※ 1）木地をろくろにかけ、刃物を当てながら回転
させることで加飾する技法。
（※ 2）作りたい器の大きさに合わせて原木を裁断し
た後、ろくろ挽きで大まかに成形したもの。

デザイナーと連携したものづくりで差別化を図り、
活路を見いだす我戸正幸社長。

（株）
我戸幹男商店
加賀市山中温泉上原町ヨ58-1
TEL.0761-78-4421
■
■
■
●

代表者
我戸 正幸
■創 業
明治41年
資本金
1,000万円
■ 従業員数 7名
業務内容 山中漆器の製造、販売
http://www.gatomikio.jp/
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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。

左：GFRPを取り入れて軽
量化した消防車の試作車
両。今まで以上に多くの
水を積めるようになった。

難燃性のフェノール
樹 脂 を 使 った GFRP で
製造
加 工性に優 れる不
飽和ポリエステル樹脂を
使った GFRP で製造

長野ポンプ
（株）

金沢市浅野本町ロ145番地
TEL. 076-252-4336

GFRPで消防車を軽量化
水の積載量を大幅にアップ

■
■
■
■
■
●

代 表 者 長野 幸浩
創
業 昭和9年5月
資 本 金 2,700万円
従業員数 71名
事業内容 消防車の製造、販売
http://www.naganopump.co.jp/

消防車を製造、販売する長野ポンプは、ガラス繊維強化プラスチック
（GFRP）を使った新型車両を完成さ
せた。鉄骨と鉄板で作られていた従来型の車両に比べ、40％以上も軽量化されており、その分、多くの水
を積めるようになっている。GFRP の消防車は日本初で、難燃性のフェノール樹脂を使ったGFRPでの製
造は世界初の試みだ。金沢をはじめ、大型の消防車が入れない細い道路が多い、市街地での利用を見込
んでいる。

中規模火災を
1台で消火
消防車は自動車メーカーが専用
シャシー（車台）とエンジンや運転席
のある駆動部分を製造し、そこに長
野ポンプなど消防車メーカーがポンプ
や水槽を取り付けたり、それらを覆うボ
ディを組み付けたりして完成となる。
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一般的な消防車のボディ部分は、
鉄骨で組み上げた骨格に鉄の外板
を取り付けて作られ、その中に水槽を
搭載する。長野ポンプの新型車両は
その骨格や外板、水槽をGFRPで一
体化させたモノコック構造となってい
る。3トントラックをベースにしたシャシー
を使っており、消防車としては小型に
位置づけられる。

GFRPは重量比で鉄より強く、
アルミ
より軽いのが特徴だ。そのため、新型
車両は消防車として十分な強度を保
ちながら、従来型に比べて40％以上
も軽量化することに成功した。
その結果、積載できる水の量は、こ
れまでの小型消防車が700 〜 900リッ
トルであるのに対し、1500リットルまで
増せるようになった。

長野幸浩社長は「焼損床面積20
平方メートルほどの中規模火災であ
れば、毎分400リットルの放水を3分間
継続すれば消火できると言われてい
ます。つまり、新型車両は、これまでの
小型消防車では対応できなかった中
規模火災を消火する能力があるので
す」と胸を張る。
GFRPは鉄より高価だが、従来に
比べ、工数が40％ほど削減できるた
め、価格は既存の消防車と同等にで
きる見通しで、平成29年度の販売開
始を目指す。

支援事業に申請し
たところ、採択され
た。
これまで扱ったこ
とのない素 材だけ
に、製造に関するノ
ウハウがなく、開発
は難 航した。ヒント
を探すため、ドイツ
で乗用車用に炭素
繊維強化プラスチッ
ク（CFRP）を製造
内部には消防用の資機材がコンパクトに収められている。1 台 1 台、ユーザーの
する工 場も視 察し 要望に応じてオーダーメイドする。
た。しかし、乗用車
使われていなかったのだが、人命に
と違って消防車では一品一様のもの
タイの消防車が
は代えられない。そこで、航空機の
づくりが求められる。そのため、金型を
開発のヒントに
内装材を製造するなど繊維強化プラ
用いた量産向けの製造方法を取り入
長野ポンプが車両の軽量化に取り
スチック（FRP）を使った技術開発に
れることはできなかった。
豊富な実績を持つ（株）
ビルドス
（小松
組み始めたのは約6年前にさかのぼ
光明が見えたのは、ツィグラー社の
市）
と連携し、
フェノール樹脂を使った
る。
パートナー企業であるタイのチェース
GFRPパネルを作り上げた。
「安全対策を強化すればするほど、 社との出会いだった。タイ最大手の
GFRPを使った試験車両の強度試
消防車は重くなります。とはいえ、
車両
消防車メーカーであるチェース社で
験は石川県工業試験場が担当。有
総重量が決まっていますから、車体が
は、既にGFRPを使った車両の製造
限要素法（FEM）による解析で、基
重くなれば、積載物を減らすしかなく、 に取り組んでいたのだ。それは発泡
準の3倍の強度が確保されていること
軽量化は大きな課題となっていました」 ウレタンをGFRPで挟んだサンドイッチ
（長野社長）。
構造のパネルを箱のように組み立て、 が明らかになった。
長野社長は「助成金をいただいた
最初に長野社長が目を付けたのが
接合していく作り方だった。
ので、何とかやり遂げなければならな
アルミだった。日本の消防車が鉄製
「これならオーダーメイドに対応でき
いと必 死に開 発に取り組みました。
なのに対し、ヨーロッパではほとんどが
る」と確信した長野社長はこのパネ
ISICOにはいいきっかけを作っても
アルミ製だ。そこで、長野社長は消防
ル工法を採用し、日本初のGFRPモノ
らったと感謝しています」と開発を振
車メーカーとしてドイツ最大手のツィグ
コックフレームを完成させた。
り返る。
ラー社と技術提携し、平成26年春か
また、開発を進めていく中、デザイン
らアルミ製車両の製造、販売に乗り出
難燃素材を開発し
については、
「無骨でなく、子どもたち
した。
より安全性を向上
に夢を与える形にしてほしい」との話
ただ、
ツィグラー社の技術は中・大
ただし、大きな問題が一つあった。 もあったことから、外観デザインを世
型消防車には最適だが、日本で主流
それはチェース社が使うGFRPは不
界各国でデザイン賞を受賞するドイツ
の小型車では解決すべき課題が山
飽和ポリエステル樹脂を使っている
のスカラ・デザイン社に依頼。これまで
積していた。そこで長野社長が着目
点だった。不飽和ポリエステル樹脂
の消防車とはひと味違う洗練された
したのがGFRPだった。この研究開
は加工しやすいが燃えやすく、燃えた
外観に仕上げた。
発をISICOのいしかわ次世代産業創
場合には、有毒ガスが出る。これでは
日本では現在、約2万3,000台の消
造ファンド新技術 ・ 新製品研究開発
危険と考えた長野社長は、運転席の
防車があり、このうち約70％を小型が
屋根部分だけは難燃性に優れたフェ
占めるだけに商機は大きい。長野社
ノール樹脂を使ったGFRPを採用す
長は「画一的なものづくりをしていて
ることにした。
は、中小企業は生き残っていけない。
フェノール樹脂は
常に技術革新に取り組んでいきたい」
「大学時代、CFRPの基
加工が難しく、寸法
と力を込め、GFRPよりもさらに軽くて
礎研究に携わった経験
安定性が悪いとい
強いCFRPを使った消防車の開発も
があった た め、GFRP
を使った開発にも抵抗
うデメリットがある。 視野に入れている。
感なく取り組めた」と話
そのため、タイでは
す長野幸浩社長。
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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。

Passion to a site

3 つのサービスを打ち出し、
店舗誘導型のサイトを構築

ホームページでは 3
つのサービスを大々
的にアピールし、来
店につなげている。

［ 大杉屋ふとん店 ］ http://www.oosugiya.jp
（資）大杉屋布団店
小松市本折町72
TEL.0761-22-3918

■代 表 者
■従業員数
■事業内容

能登 達朗
■創
業
明治33年
5名
寝具販売、羽毛布団リフォーム、布団クリーニング、
布団打ち直し

羽毛布団のリフォームが約4倍に
創業から116 年を数える老舗、大杉屋布団店では昨年 5
月にホームページをリニューアルし、店舗への誘客に役立て
ている。
ホームページでは、羽毛布団の中にある傷んだ羽毛と新た
な羽毛を取り替えて仕立て直す「リフォーム」
、布団を丸洗い
する「クリーニング」
、綿布団の「打ち直し」という3 つのサー
ビスを打ち出した。
その効果はてきめんで、5 月と12 月のホームページの月間
閲覧者数を比較すると、535 人から1,311 人へと急増。店主
の能登達朗さんは「布団を持ち込んだり、引き取りに来たり
する客も増え、店に活気が出た」と笑顔を見せる。実際、リ
フォームなどの注文数は平成 26 年に比べ、約 4 倍に増えた。
布団店にとって閑散期に当たる春から夏に新たな収入源を
確保することができ、経営基盤の強化につながった。

相乗効果を狙って、チラシを配布
同店では関連会社（
（株）ふとん屋 .com）
を設立して寝具
をネット販売し、好評を得てきたが、数年前から鳥インフル
エンザや円安の影響を受け、主力の羽毛布団の価格が高騰
し、売り上げが伸び悩んだ。
そこで、母体である実店舗
の売上アップに向け、ISICO
の専門家派遣制度を利用し
半年間かけてホームページのリ
ニューアルに取り組んだ能登達
朗さん（左）
と荒巻明宏さん

てホームページのリニューアルに着手した。
当初は寝具の販売機能を盛り込む構想もあったが、
「情報
を整理してみせることが大切」という専門家のアドバイスを受
け、3 つのサービスを柱とした店舗誘導型に特化。ウェブ作
成を担当する荒巻明宏さんが「来店前に利用者が抱く疑問
に、サイト上でしっかりと答えられるよう配慮した」
と話すよう
に、写真や丁寧な説明文でサービス内容がよく分かるよう工
夫した。
リニューアル時期を 5 月にしたのは、冬に使った布団を片
付けるタイミングに合わせたからだ。さらに、5 月～ 7月には
小松市、能美市、加賀市に 3 つのサービスを紹介するチラ
シを5 万枚配布。チラシを見た人が、
さらに詳しい情報をホー
ムページで確認して来店するなど、相乗効果を発揮している。
今後は、情報の充実、スマホやタブレット端末への対応を
進めるほか、白山市にもちらしを配布し、商圏拡大を狙う。
一方で、陳列している商品すべてを試すことのできる体験
型の店づくりを進めるなど、ホームページをきっかけに来店し
た客に購入を促す取り組みにも余念がない。

■ ホームページドクターからのメッセージ
れんみつ

ラ テ ラ ル

北村 錬充さん（株）LATERAL代表取締役
サイトリニューアルにあたり、通販とは違った
サービス内容の再確認とお店のコンセプト作りを
中心に、他業種のサービスサイトをベンチマーク
し、自分たちが利用者視点に立って気付くポイントを今回のサービス
に置き換えてもらいました。WEB のお客様が他店と比較する際には、
実際にその仕事ぶりが一番の訴求点になりますので、今後はクリーニ
ングの事例が増えてくると良いですね。

［発行月］平成28年2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

