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「かがやき屋本店」がオープン1周年！
認知度アップや販売促進を後押し、消費者ニーズを把握し商品改良も

オープン 1 周年を迎えた「石
川のこだわりショップ　かがや
き屋本店」は ISICO が運営す
るアンテナショップです。県内
企業が作った商品の販促や改
良を後押ししています。詳しく
は巻頭特集をご覧ください。

【表紙撮影／黒川博司】
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手ごろな価格の
菓子や総菜が売れ筋

　かがやき屋本店では約40平方メ
ートルの売り場に、石川県産の食材
を使った菓子や食品、飲料を中心に
県内企業84社が開発した約500ア
イテムを販売しています。通路側に
は、事業者が試食品を提供したり、
実演販売して消費者の反応を確認
できる「チャレンジコーナー」も設け
ています。クリスマスやバレンタイン
デーなどでは、事業者に季節のイベ
ントにふさわしい商品の出品を呼び
掛け、特設コーナーで販売しました。
　かがやき屋本店で販売する商品
は、自宅用はもちろん土産、中元、
歳暮、引出物など、幅広い用途で利

用されています。売れ筋となってい
るのは手ごろな価格の菓子や総菜
です。例えば、金沢寿屋の「胡

ご

麻
ま

煉
れ ん

羹
か ん

」、フジセイカの「甘えび煎
せ ん

餅
べ い

」、
加賀守岡屋の「焼きいなり」、プル
ミエールの「シューラスク」、新海塩
産業の「珠洲の塩」といった商品
が特に人気となっています。とりわ
け、商品が個別に包装されていてお
土産として使いやすいものが好ま
れています。
　一方で日持ちのしないスイーツや
高額商品は苦戦しています。これは、
かがやき屋本店には冷蔵ショーケー
スがなくスイーツを PRしにくい、あ
るいは高額商品にふさわしい視覚に
訴えかけるようなディスプレー、演出
が難しいためと考えられます。

1年間で約4万人が来店
メディアからも注目集まる

　中小企業の支援機関が地元百貨
店と連携し、常設のアンテナショッ
プを設けるのは、全国的にも極めて
珍しい取り組みです。
　狙いの一つはI S I C Oがいしか
わ産業化資源活用推進ファンド（活
性化ファンド）で支援して開発され
た素材や製法にこだわった新商品
をP Rし、販促につなげることです。
金沢市の中心市街地に立地し、集
客力のある百貨店にショップを構え
るかがやき屋本店には、この1年間
でおよそ4万人が来店。地元客には
リピーターも多く、同じ商品を何度も
買い求める固定客もいます。

「かがやき屋本店」がオープン1周年！
認知度アップや販売促進を後押し、消費者ニーズを把握し商品改良も

I S ICOが香林坊大和（金沢市）の地下1階食品売り場で運営する「石川のこだわりショ
ップ かがやき屋本店」が3月4日でオープンから1周年を迎えました。3月2日から22日
にかけては記念イベントとして「1周年祭」を開催。新作スイーツなど期間限定商品を販
売したほか、購入金額に応じて、県内企業が開発した商品をプレゼントしました。今回
の特集では、かがやき屋本店のこの1年の成果を振り返ります。
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　最近では知名度のある定番商品
ではなく、地元産素材を使って新開
発されたユニークな商品や、金沢で
はここでしか買えない商品があると
の評判が広まり、土日やお盆期間、
年末年始には観光客や帰省客の姿
も増えています。
　かがやき屋本店への出品を機に
メディアに取り上げられることも多
く、それによって売り上げが急増す
るケースもあります。
　消費者から直接聞いた意見やつ
ぶやき、評価などを商品の改良につ
なげてもらうことも目的の一つです。
　例えば、ある総菜商品では「家族
が別々に食事をする機会が多い」と
いうニーズを参考に、小容量化を進
めました。「商品はおいしいが、パッ
ケージが魅力的でない」という声を
聞き、I S I C Oの助成事業を活用
してデザインを見直した事例もあり
ました。

大手百貨店や商社との
ビジネスマッチングも

　かがやき屋本店はビジネスマッチ
ングの場としても活用されています。
これまでに、大手百貨店や商社のバ
イヤー、流通業者、レストラン・ホテ
ル関係者、雑誌編集者などが視察。

出品されている商品の改良に向け
てアドバイスが送られるほか、商談
が進んでいる案件もあります。
　また、東京に常駐するI S I C Oの
販路開拓アドバイザーが首都圏の百
貨店や専門店などとマッチングを図
っています。石川県が東京・銀座に
設置するアンテナショップ「いしか
わ百万石物語・江戸本店」とも連携
し、人気のある商品や首都圏で高い
ニーズが見込める商品については、
同店に取り扱いを推薦しています。
　このほか、大和では表示や品質
管理、衛生管理の専門家が商品を
定期的にチェックするため、出品者
にとっては消費者から誤解を招か
ない表示方法など今までにない指
導を受けられる点もメリットとなっ
ています。
　「県内企業が開発した商品の魅
力を発信するため、さらに運営に工
夫を凝らしていきたい」。開店2年
目に突入し、そう抱負を述べるのは
IS ICO販路開拓アドバイザーで、
かがやき屋本店の店長を務める山
下英明です。
　出品の申し込み
は随時、受け付け
ていますので、か
がやき屋本店で商

品を販売してみたい事業者の皆様
はぜひお申し込みください。

（有）新海塩産業（珠洲市）
代表取締役
小谷内祥治さん

洋菓子工房
プルミエール（加賀市）
店主
薮谷浩蔵さん

商品開発に携わった金沢星稜大学の学生が
行った「国造ゆずぽん酢」の試飲会

「シューラスク」という洋風かりんとうを出品し
ています。小規模企業が独自に販路を開拓する
のは難しいですから、かがやき屋本店で販売し
てもらえて、とてもありがたいですね。売れ行きが
よかったので「いしかわ百万石物語・江戸本店」で販売するチャン
スにも恵まれました。プレーンな味に加え、加賀棒茶味やイチゴ
味など、ラインアップを増やした際も、かがやき屋本店などから得
られる消費者の声が参考になりました。次は加賀丸いもを使っ
たマドレーヌについての声が聞ければと思っています。

海水から作った「珠洲の塩」を出品しています。昨年はNHK
連続テレビ小説「まれ」と北陸新幹線開業の影響で、観光客から「金
沢で珠洲の塩が手に入りますか」と多くの問い合わせをいただきま
した。そんなときはかがやき屋本店をご案内できるので、助かりま
した。また、金沢の料亭の料理人がかがやき屋本店で商品を購入
し、その後、珠洲に足を運んでくれたこともあり、
関心を持ってくれる人が増えたと実感しています。
現在、６種の塩を販売しているのですが、さら
に充実させていきたいですね。

【お申し込み・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

チャレンジコーナー
利用者募集中！

Voice Voice



4

総売上の10％を占めるまでに成長

　甘えびせんべいは、自社で特別栽培したコシヒカリに甘
えびの粉末を加え、焼きおにぎりのような香ばしさと米の粒
が感じられるせんべいで、パリッとした食感が特徴だ。
　平成 26 年11月に販売を開始し、現在では同社本店、
自社のオンラインショップだけではなく、金沢駅構内にあ
る金沢百番街「あんと」のテナントや、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」のほか、金沢市内の百貨店などで商品を扱っている。
また、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」でも販売
をスタートし、約 500アイテムある商品の中で常に上位に
食い込む人気ぶりだ。

　北陸新幹線開業の追い風を受けながら、金沢百番街
「Rinto」で開かれた縁起物市など、ISICO から紹介され
た県内外のイベントに参加して知名度アップを図ってきた。
　こうした取り組みのかいあって、売り上げは好調で、甘
えびせんべいは同社の総売上の10％を占めるまでに成長
した。

最高クラスのコシヒカリを使用

　開発のきっかけは、同社の「あんと」へのテナント出店だ
った。主力商品である米は重いため、お土産には適さない。
また、地元客に人気のこんか漬けや漬け物などは常温で扱
えない。そこで、「乾き物」「常温保存可能」「軽い」をキー
ワードに、観光客をターゲットにした新商品の開発に着手し
た。開発・製造は、取引先の一つで食品の仕入れや加工、

米粒が感じられる甘えびせんべい

野々市市にある約30ヘクタールの田畑で米や野菜を栽培し、
平成13年に全国で初めて農業生産法人を株式会社化したこと
で知られるぶった農産。北陸新幹線開業をビジネスチャンスと
とらえ、観光客向けの土産として「甘えびせんべい」を開発し
た。材料を吟味し、本物を追い求めた味わいと、かわいいパッ
ケージが観光客の心をつかみ、金沢の定番土産の一角に食い
込むほどの人気を博している。

（株）ぶった農産
http://www.butta.co.jp/
野々市市上林2-162-1　TEL.076-248-0760

■ 代表者 佛田 利弘
■ 設　立 昭和63年3月
■ 資本金 1,000万円
■ 従業員数　21名（パート・アルバイト含む）
■ 事業内容　水稲・野菜等の栽培、水稲の農作業請負、農産物の加工・販売

ぶった農産が販売
している甘えびせ
んべい。しっかり
としたコクがある
のに、何枚でも食
べられる軽さも持
ち合わせている。
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卸を手がける株式会社松本（金沢市）の協力を得た。
　ぶった農産は、手間暇かけて生産する米はもちろん、
加工品も原料や調味料、加工方法などにこだわり、真摯
にものづくりに取り組むスタンスが消費者の心をつかんで
いる。そのため、今回も「納得できるものづくり」にとこと
んこだわった。
　せんべいは通常、選別の際に出るくず米が使われること
も少なくない。しかし、甘えびせんべいでは、市販される
最高クラスのコシヒカリをあえて使用した。「せんべいに使
う米の品質としては高すぎるのかもしれませんが、お客様に

『おいしい』と言っていただきたいと思って採用した」。販
売事業部を統轄する佛田和弥さんはそう話し、本物の味で
なければお客様にリピートされるほどのインパクトは与えら
れないと強調する。

若年層の顧客開拓が不可欠

　同社の主要な購買層は40 ～ 50 代で、今後の業績の拡
大を図るには、20 ～30 代の若い世代を取り込むことが不
可欠である。味には自信があるだけに「甘えびせんべいは
ぶった農産のファンになってもらうための入り口となる商品」
と期待しており、いかに手に取ってもらえるかを考え、パッ
ケージのデザインを工夫した。
　意識したのは、女性と若者だ。試行錯誤の上、石川県
観光 PR マスコットキャラクター「ひゃくまんさん」をあし
らったほか、金沢駅の鼓門や加賀藩祖・前田利家、甘えび
などのイラストをデフォルメして配置し、観光客らに手に取っ
てもらえるよう、目立つデザインに仕上げた。特に12 枚入
りの箱には、金沢の方言の解説を入れたほか、同社の米な
どの商品を紹介する中敷きを入れてオンラインショップに誘
導する仕掛けにした。
　若者層を取り込むという面では、平成 26 年 7月から

「NoKA」という
ブランドを新たに
立ち上げた。自家
栽培米の糠

ぬか

や麹
こうじ

で漬け込んだこん
か漬けなどを食べ
やすくスライスし、
1 食分ずつ真空

パックしたもので、「こんか漬 さば」のほか、「梅干し」「辛
子きゅうり」など 9 種類がある。
　パッケージは農産物の加工品というイメージを払拭するシ
ンプルなデザインを採用。また、切ったり、皿に盛ったりす
る手間がいらず、パックを開ければすぐに食べられる点が
好評で、贈答用としても人気が高い。そのコンセプトが注
目され、全国で販売されている雑誌で紹介された。2 年目
の売り上げは 2 倍以上に伸びるなど順調に推移している。

第二弾として玄米茶を商品化

　自社商品の販路として今後、期待をかけているのがオン
ラインショップだ。甘えびせんべいなどの新商品を気に入っ
た観光客が、自宅で同社のホームページを訪れて米や加工
品を購入し、リピーターになっていくという青写真を描く。
　オンラインショップを強化するため、昨年春からISICO
の専門家派遣制度を利用して、検索エンジン対策に力を入
れている。効果的なキーワードをリストアップして登録する
とともに、検索数が少ないキーワードは削除するなどの指
導を受けた。その結果、例えば「こんか漬」とインターネッ
トで検索すると、ぶった農産のページがトップに表示される
ようになるなど、効果は着実に上がっている。
　佛田さんは「オンラインショップはまだまだ伸びる余地が
あると考えている。10 年後には4 倍に売り上げをアップさ
せたい」と意気込む。
　素材の品質には自信があるだけに、いかに話題性のある
新商品を生み出すかに心を砕いている。甘えびせんべいに
続き、米を使ってより幅広い消費者に訴求する商品として今
春には、加賀棒茶と自社栽培のもち米を使った玄米茶の販
売を計画しているほか、さらなる新商品の開発に意欲を燃
やしている。

販売事業部をまとめる
佛田和弥さん。「もっ
とお客様にぶった農産
を知ってもらいたい」
と新商品の開発に情
熱を傾ける。

ぶった農産が展開するブランド「NoKA」。取り扱いたいという問い合わせが相次い
でいる。



1、2日の浅漬けで
魚貝の旨みを引き出す

　金沢海鮮ぬか漬けは、油与商店
のすぐそばにある金沢港や金石港
で水揚げされた甘エビ、バイ貝、タ
コをとれたての状態ですぐに下処理
し、ぬかに漬け込んだ商品である。
　ぬか床はイワシを漬け込んだ後の
ものをベースに、酢を加えるなど改
良し、塩分を下げて使う。伝統的な
ぬか漬けは1年ほど漬け込むが、こ
の商品は1、2日の浅漬けだ。こうし
た工夫によって、塩辛くなく、新鮮

な魚貝の旨みを十二分に引き出した
ぬか漬けが完成する。
　ぬかを落とさずにそのまま食べる
ことができ、ご飯のお供や酒の肴

さかな

に
ぴったりで、カナッペやシーフードサ
ラダの具材にしてもおいしい。
　北陸新幹線が開業した昨年 3月
14日に同社の店頭とネットショップ、
楽天市場で販売を開始。昨秋から
は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」でも取
り扱いを始めた。
　商品開発をリードした寺尾高明代
表は、「伝統的なぬか漬けとはまっ

たく違うまろやかな味わいで評判は
上 」々と胸を張り、発売以降、徐々
に売り上げを伸ばしている。
　昨年12月には歳暮に最適の商品
として新聞折込チラシを使って PR
した結果、1カ月で 3 種類を詰め合
わせた商品が 100 セット以上も売れ
るなど、好評を得ている。

消費者の健康志向に対応
塩分を3分の1に

　油与商店が金沢海鮮ぬか漬けを
開発した背景には、消費者のぬか

「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。

塩分少なめの
新感覚ぬか漬けを商品化
地元産の甘エビ、バイ貝、タコを活用

石川の伝統的な味として知られるイワシやフグのぬか漬けを約150年前から作り続けている油与商
店。昨年3月には北陸新幹線開業に合わせ、甘エビ、バイ貝、タコを使って、塩気が少なくマイルドな味わ
いの「金沢海鮮ぬか漬け」を新たに商品化した。昔ながらの塩辛いぬか漬けが苦手な消費者にも好評を
博すほか、石川県から「プレミアム石川ブランド製品」に認定され、売れ行きにも拍車が掛かっている。
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上：地元でとれた新鮮な甘エビ、バイ貝、
タコを使った「金沢海鮮ぬか漬け」。魚貝
がおいしさを増す冬場に仕入れてぬか漬け
し、冷凍保存した状態で販売する。
　左：杉桶を使ったパッケージ。「ゴミの分別
が面倒」との声を受け、杉桶を使わない簡
素な包装も用意している。



漬け離れがある。
　そもそも保存食として考案された
ぬか漬けは塩辛いのが特徴だが、
健康志向、減塩志向が高まるなか、
敬遠する消費者も増えているのだ。
昔ながらの味を守り続ける一方で、
そうした消費者のニーズに応えら
れるような新しいタイプのぬか漬け
を作ろうと考案したのがこの商品
だった。
　平成 25 年度の活性化ファンド
事業に採択され、その助成金を活
用して取り組んだ開発では、まず、
ぬか漬けに適した商品選びからス
タートした。
　真っ先に候補に挙がったのは地元
で「かないわ香箱」としてブランド化
が進められているコウバコガニだっ
た。しかし、ぬかに漬け込むと身が
パサパサになってしまうことから商品
化を断念。その後もさまざまな魚貝
を試した上で、ぬか漬けによって素
材の味が際立つ甘エビ、バイ貝、タ
コに決定した。
　ぬか床や漬け込む条件に関して
は、食品コンサルタントにもアドバイ
スを仰ぎながら、開発を進めた。
　ぬかのベースとなったのは、同社
が長年のノウハウで作り上げた糀

こうじ

や
唐辛子、自家製いしるなどを混ぜ合
わせたものだ。新商品では、これに

イワシを漬け込み、発酵、熟成が進
んだものを再利用している。
　ただし、このまま漬け込むと塩分
濃度が高いため、酢を入れて殺菌効
果を維持しながら、塩分濃度を抑え
ることにした。酢をどの程度の割合
で入れるか、漬け込む期間はどうす
るかなど、数え切れないほどのパター
ンを試し、最もおいしく漬け込むこと
のできる条件を絞り込んだ。
　この結果、懸案だった塩分濃度を
従来商品の 3 分の1に下げることに
成功した。
　なお、パッケージは同社がぬか漬
け製造に使っている杉の木で作った
桶を小型化したものを採用。伝統的
な製造方法をイメージしてもらえるよ
うにした。

プレミアム認定を機に
知名度がアップ

　完成後には、「せっかく自信を持っ
て勧められる新商品が出来上がった
のだから、試しにチャレンジしてみよ
う」（寺尾代表）と、県内中小企業
が開発した製品の中から、技術の独
自性や新規性等において優秀な製品
を県が認定する「石川ブランド製品」
に応募。その結果、特に魅力的なブ
ランドとして将来の成長が期待でき

る製品に与えられる「プレミアム石川
ブランド製品」の認定を受けた。
　寺尾代表の妻の寺尾幸代副店長は

「プレゼンテーションがうまくいかな
かったので、まさか選ばれるとは思
いませんでした。味を認めてもらえて
本当にうれしかったです」と振り返
る。
　プレミアム石川ブランド製品に認
定されてからは、新聞やテレビ、雑
誌の取材が相次ぎ、商品の知名度も
アップし、売れ行きに拍車がかかっ
た。認定企業への特典の一つであ
る専門家によるフォローアップ支援も
受け、現在は大手百貨店との商談も
進んでいる。
　昨年 11 月には 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」
の店頭で試食販売を実施。寺尾副
店長は「一口食べて、 “おいしい”
とびっくりしていただき、購入してく
れる方もいました」と手応えを感じ
るとともに、「食べてもらわないと
魅力は伝わらないので、できれば
銀座のアンテナショップでも試食
販売してみたい」と意気込む。
　寺尾代表によれば、金石・大野
地区にはかつて魚のぬか漬けを手
がける業者が 20 軒ほどあったが、
今では油与商店がただ 1 軒残るだ
けである。石川の伝統的な食文化
を守り、伝えるためにも、現代の
消費者ニーズに合わせた商品開発
は不可欠だ。寺尾代表は「今年 8
月をめどに、商品ラインアップを新
たに 3 種類増やしたい」と話し、
意欲的に試作を続けている。

油与商店
金沢市金石北二丁目1-33　TEL.076-267-0031

■ 代 表 者  寺尾 高明
■ 創　　業 享保元年（1716年）頃
■ 資 本 金  1,700万円
■ 従業員数 6名
■ 業務内容 水産加工物の製造、販売
● http://www.aburayo.jp
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二人三脚で新商品の開発
に取り組んだ寺尾高明代
表（写真左）と寺尾幸代
副店長。
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N e w  C h a l l e n g e

　柄物の生地を正確に裁断
　作業時間も大幅に短縮
　椅子の修理に使われる生地はロー
ル状で納められることから、微妙にゆ
がんでいる。無地の生地であれば問
題ないが、柄が入った生地の場合、そ
のまま裁断して椅子に張ると、真っす
ぐに配置されるべき柄が斜めになって

しまったり、座面と背面で柄が合わな
かったりときれいに仕上がらない。
　柄物の生地の裁断は従来、ゆがみ
を目で確認しながら手作業で行って
いたが、熟練した職人でも時間がか
かる難しい仕事だった。そのため、無
地の生地を使う場合に比べ、修理費
用も高くついた。顧客のニーズに応
えてコストを抑えるために自動裁断機

で裁断すると、柄がきれいに配置され
ず、クレームを受けることもあった。
　今回、エフラボが導入したのはアパ
レル用に開発されたカメラ付き自動裁
断機だ。カッターの近くに取り付けら
れたカメラが柄のゆがみを読み取り、
ミリ単位で調整して裁断できるほか、
ボタン一つで操作が可能だ。その結
果、裁断時間は手作業に比べて3分

椅子の修理・張り替えを専門に手がけるエフラボは、今年1月、県の次世代産業創造ファンド製造技術強
化支援事業の助成を受け、カメラ付き自動裁断機を導入した。修理の際、座面や背面に張る生地の微妙
なゆがみを自動的に補正した上で裁断してくれる優れもので、手作業では難しい複雑な柄の入った生地の
裁断に重宝している。導入によって、効率化やコストダウンが進み、首都圏の高級ホテルなどからの受注増
につながっている。

新 たなる挑 戦
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。

椅子再生事業の強化へ
カメラ付き自動裁断機を導入

（株）エフラボ 七尾市中島町小牧19-9-3
TEL. 0767-66-2111

■ 代 表 者  松井 正尚
■ 設　　立　 平成19年6月
■ 資 本 金  500万円
■ 従業員数 37名
■ 事業内容 椅子の修理、張り替え、特注家具製作
● http://f-labo.jp

左：今年1月に導入したカメラ付き自動裁
断機。柄物の生地の裁断が格段にスピー
ドアップした。

上：椅子の再生事業をさらに発展させよう
と意気込む松井正尚社長（写真左）と木村
元伸取締役工場長。
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の1以下に短縮されたほか、コストも約
10％低減し、無地の生地と同じ作業
費で修理できるようになった。
　型紙のデータを裁断機に保存して
おけるため、後日、同じ形の椅子の修
理を受注した際、効率的に作業できる
点もメリットだ。

　経済的な再生利用の
　ニーズ高まる
　同社が手がけるのは、ホテルやレス
トラン、公共施設、劇場、ホールなどで
使われる椅子の修理である。9年前
の会社設立以降、受注は着実に増
加し、現在は月間2,000脚以上を修理
する。
　受注が増える背景には、椅子の再
生利用に対するニーズの高まりがあ
る。高級ホテルなどでは一脚20 〜
30万円という高価な椅子を使ってい
ることも珍しくなく、新品を買うよりは修
理する方が経済的だ。「まだ使えるの
に捨てるのはもったいない。廃棄する
にも費用がかかるので再生してほし
い」「日本の職人が作った古い椅子
の方が、海外製の新品より品質が良
いので使い続けたい」といった要望も
多い。
　一方で、修理の担い手が少ないと
いう現状もある。かつてはインテリアを
メンテナンスする専門スタッフを置くホ
テルもあったが、現在では少なくなって
きた。新品を作る家具メーカーも修理
に関するノウハウを持つ企業は少な
く、中には海外に工場を移転させてし
まい国内に技術が残っていない場合
もある。
　また、国内に家族経営の小規模な
修理業者はたくさんあるものの、そう
いった企業ではまとまった数を受注で
きない。その点、エフラボならば37人
の社員に加え、旧田鶴浜町の伝統産
業である建具作りで技術を磨いた地
元のシルバー人材を活用し、規模の
大きい案件はもちろん、生地の張り替
えにとどまらず、木部の修理や塗装、
クッション材の補修まで、幅広いニー
ズに応えられる体制を整えているとい
うわけだ。

　高級ホテルから受注増で
　裁断機はフル稼働
　エフラボの取引先の中でも、とりわ
け柄物の生地をよく使っているのが高
級ホテルだ。シェラトンホテル、ウェス
ティンホテル、プリンスホテルなど、同社
では高級ホテルの椅子を数多く扱っ
た実績がある。カメラ付き自動裁断機
の導入によって、これまで以上に高級
ホテルからの注文が増え、今年1月に
納入後、裁断機はフル稼働の状況が
続いている。
　松井正尚社長によれば、椅子の修
理は工程のほとんどを手作業に頼る
が、裁断は数少ない機械化できる作
業であり、「裁断機をさらに2台増やし
たい」と設備投資に意欲を示す。
　また、カメラ付き自動裁断機の導入
を機に力を入れたのが、大量受注時
の小規模な修理業者との連携だ。
　これまでも無地の生地であれば、何
枚も生地を重ねて一度に機械で裁断
できるため、修理業者に裁断済みの
生地を提供し、社内で手が回らない
分の縫製や張り込みを手伝ってもらう
ことがあった。1枚ずつ時間をかけて
裁断する柄物の生地の場合、こうした
連携はできなかったが、カメラ付き自動
裁断機の導入によって、裁断スピード
が格段に速くなったことで、柄物でも
同様の取り組みが可能になり、より大
量の受注、短納期での納品に対応で
きるようになった。

　海外のリゾートホテルも
　将来のターゲットに
　さらに受注を増やそうと販促活動に
も力を入れている。国際ホテル・レスト
ラン・ショーへの出展は今年で4年連
続となる。昨年4月には東京に営業ス
タッフを常駐させた。
　「直接の取引が増え、よりお客様の
要望を詳しく聞けるようになりました」と
木村元伸取締役工場長は話し、顧客
の声を提案に生かしてきたいと腕まくり
する。
　新たな動きとしては、大手総合事
務用品メーカーとの取引も紹介してお

きたい。新品が売りにくい時代におい
て、再生需要に応えて他社との差別
化を図りたいとの要望を受けて実現し
たもので、現在は週1回、トラックの定
期便を運行し、同社が受注した椅子
の修理を請け負っている。
　2020年に開催される東京オリンピッ
クを視野にリフォームするホテルが多
く、松井社長は今後、椅子の再生事
業もますます受注が伸びていくと見込
んでいる。これを好機ととらえ、「椅子
は再生すれば、新品同様に価値を
戻せることを多くの人に知ってもらい、
オリンピック需要が一段落した後も受
注が継続するようにしたい」と松井社
長。将来的には、国内にとどまらず、ハ
ワイやグアムなど、海外のリゾート地に
あるホテルにも取引を広げたいとビジョ
ンを描いている。

椅子の修理は多品種小ロットの受注が多く、張り替
え作業（写真上）や塗装作業などほとんどが手作業で
行われる。
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［ 枕の専門店　あごまくら ］
http://www.rakuten.co.jp/agomakura/

キトラ（株）

■代  表  者 木寅　 弘次　　■創　　業   平成8年7月
■資  本  金   1,000万円　　■従業員数 30名
■事業内容 枕の製造、販売

「商品ページづくりの腕をもっと
磨いていきたい」と意欲を見せ
る長屋弘営業課長。

「あごまくら」というイン
パクトのある店名。その
由来は「極秘です（笑）」
（長屋課長）。

■ ホームページドクターからのメッセージ

今回は楽天市場での販売方法を中心にお話さ
せていただきました。楽天市場ならではの店舗
への導線、さらに商品ページから購入に至るプ
ロセスを具体的に理解してもらうことが楽天市
場を含めショッピングモール特有の販売手法に
なります。無駄な広告投入を減らし転換率を高
め、価格で比較されないサービス、商品力が今後の成長の鍵にな
ると思います。

実店舗で売れない商品に大量注文

　枕を製造、販売するキトラでは現
在、楽天市場店とYahoo!ショッピ
ングにネットショップを構えるほか、
Amazon、ポンパレモールを通じたネッ
ト販売を手がけている。寝具問屋や
量販店への卸売りが伸び悩む中、約5
年前から始めたネット販売は右肩上が
りで、同社の成長を牽引している。
　ネットショップでの売れ筋商品の一

つが、触った時にひんやりと感じる生地を使った抱き枕だ。楽
天が年に数回開催するイベント時には30分で約150個を売り
上げたこともあった。とはいえ、寝具店等での抱き枕の売れ行
きは決して良いとは言えない。ネットショップの運営責任者を務
める長屋弘営業課長は「抱き枕は大きくて持ち運びが面倒です
から、自宅まで届けてくれる通販で購入する人が多いのでは」
と分析している。
　このほかネットショップでは、マイクロファイバー素材を使っ
た温かな抱き枕や、定番商品でも黒色など寝具店ではあまり売
れないような色の商品を販売している。メーカー直販だけに高
品質の商品をより安く提供できることに加え、このように幅広く
集客が見込めるネットショップの特性を考慮し、ニッチなニーズ
を取り入れる商品展開が奏功している。

視覚に訴える写真術に感心

　平成26、27年度にはISICOの専門家派遣制度を活用し、

ホームページドクターのアドバイスを受けながら改良に取り組ん
だ。長屋課長は「ネットショップに関する専門的な知識やノウハ
ウがありませんでしたから、とても助かりました」と笑顔を見せる。
　多岐にわたるアドバイスの中でも参考になったのが、商品の
見せ方だった。例えば、先ほど紹介した温かな抱き枕の紹介ペー
ジでは、専門家の助言を参考に商品を抱えた女性が暖炉の前
でたたずむ写真を掲載。長屋課長は「私たちだけで考えていて
は暖炉という発想はまったく出てこない。商品の機能性をイメー
ジさせるにはこういう方法もあるのかと勉強になった」と話す。
　このほかにも、売り上げを伸ばすためにどのような広告を使
えばよいのか、検索結果の順位を上げるにはサイト内でどのよ
うな言葉遣いをすればよいのかなど、長屋課長が運営上で普段
抱えている悩みや疑問点を投げかけてアドバイスをもらい、改
善につなげていった。
　「ネットショップの売り上げをさらに伸ばすために、今後はス
トーリー性のある商品紹介ページを作っていきたい」。長屋課長
はそう話し、絶え間なく改善に取り組む考えだ。

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。

イメージ伝える重要性を学び
商品紹介ページの改善に生かす

白山市長屋町ハ38-1
TEL. 076-278-4785

西田 上さん （九谷物産（株）代表取締役社長）



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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　北陸エアコンは使用済みのフロン
ガスを分解処理し、産業廃棄物とし
て埋め立て可能にする破壊事業や、
不純物や水分を除去し、新品同様に
リサイクルする再生事業を手がけて
いる。今年4月には新たに、ガスを充
てんするボンベの検査、洗浄、塗装に
必要な機器を整備。再生フロンガス
を再生ボンベに詰めて販売する事業
を国内で初めてスタートさせる。
　ボンベは細かなひび割れがある
と、破裂するおそれがあるため、従来
は外注で耐圧試験を行った上でガス
を充てんしていた。こうした検査工程
を内製化することで、最大2週間ほど
かかっていた期間を3、4日に短縮し
た。また、再生ボンベを利用するにあ
たり、より安全性を高めるため、ボン
ベ内部に検査液を吹きかけ、マイクロ
スコープで微細なひびを確認する検
査工程を独自に追加した。
　フロンガスもボンベも再生品を販

売することで、新品に比べ、およそ半
値で販売が可能になった。
　また、ボンベにバーコードラベル
を貼って管理することで、5年に1度
義務づけられている検査期限をはじ
め、フロンガスの破壊量、再生フロン
ガスの販売量などをガスの種類別、
顧客別に管理できるシステムを構築。
顧客管理はもちろん、回収量や破壊
量を国へ報告する際の書類づくりで
も利便性がアップする。
　検査機器の整備にあたっては、中
小企業庁の平成26年度ものづくり・
商業・サービス革新補助金を活用し
た。ISICOでは専門家を派遣して、
同補助金への申請をサポート。事業
計画書のブラッシュアップなどを行
い、採択につなげた。

　空調設備の販売、施工を主力とす
る北陸エアコンがフロンガスの回収、
破壊事業に乗り出したのは平成22年
にさかのぼる。リーマンショック後、売
り上げが落ち込んだことから、新たな
経営の柱を作ることが狙いだった。
　しかし、山嵜慎一社長は当初、「勇
気がなくて、なかなか踏み出せなかっ
た」と振り返る。そんな山嵜社長の
背中を押したのがIS ICOだった。
ISICOのアドバイスによって申請し
た石川県の建設業複業化支援プログ
ラムに採択され、初期投資の一部補

助を受けたことが、新事業参入の大き
な助けとなった。
　その後、従来は有料で貸し出され
ていたボンベを無料化したり、発行ま
でに1カ月かかっていた破壊証明書を
3日で提出したり、専任の営業スタッ
フが、フロンの回収や技術相談を担当
したりするなど、業界の慣例を打ち破
るサービスを次 と々打ち出し、事業を
軌道に乗せた。平成23年には京都、
平成25年には新潟に拠点を開設。処
理量は初年度の30トンから今年度は
5倍以上を見込んでいる。
　山嵜社長は「フロンガスやボンベ
に関するサービスをワンストップで提
供できる体制が整った」と話し、現
在、売り上げの25％を占めるまでに成
長したフロンガス関連事業をさらに
伸ばしていく考えだ。

参入から5年で
処理量が5倍に

北陸エアコン（株）
金沢市専光寺町タ6番地8 
TEL. 076-267-3466

■ 代 表 者  山嵜 慎一
■ 設　　立 昭和58年2月
■ 資 本 金  1,000万円
■ 従業員数 24名
■ 事業内容 空調設備等の販売・施工・保守

管理、冷媒ガスの回収・破壊・再
生事業など

●  http://www.hokuriku-aircon.com/

自らフロンガスの高
速回収機を製造す
るなどして競合他社
との差別化を図る
山嵜慎一社長。

フロンガスを充てんするボンベ。ひび割れがな
いか厳重にチェックした後、塗装して再生する。

ガスとボンベの再生で
新品の半額に

ボンベの検査機器を導入し、
フロンガス再生事業を強化
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　本誌86号（平成28年2月発行）の
巻頭特集「中小企業の人材確保・定
着へ成功のヒントを探る」で紹介
した共和電機工業（株）（金沢市）が、
平成27年度「新・ダイバーシティ経
営企業100選」に選出され、経済産業
大臣表彰を受けました。
　この表彰は、ダイバーシティ経営
に取り組み、それを具体的な成果として結実させた企業を経済産業省が選
定するもので、平成 24 年度から毎年実施されています。
　ダイバーシティ経営とは、経営戦略の一環として、社内の多様な人材
（性別、年齢、国籍、障がいの有無、キャリアや働き方などの多様性を含む）
に対し、能力を最大限発揮できる機会を提供することで、価値創造につな
げようとする考え方です。
　同社では、女性社員の活躍を支えるため、最大 3年までの育休取得に
加え、育休復帰後、子どもが小学校 3年を終了するまで短時間勤務制度
を利用可能にしたほか、「まごサポ制度」※を実施しました。また、障がい
者雇用の面では、指導者側が指導方法や意思疎通の仕方を、日々知恵を出
し工夫しながら新たな改善を行うことにより、障がい者雇用率 4.5％（法
定雇用率2.0％）を達成するとともに、生産効率を5年間で2倍にしました。
　同社の取り組みを牽引した杉村昌則総務部長は、「少子化が進む中で人
事は社員一人ひとりの力を引き出すためクリエイティブに思考していく必
要がある。これから石川県のみならず、全国のオピニオンリーダーになれ
るように努力していきたい」と抱負を述べました。

女性社員が活躍できる制度と
障がい者雇用で共和電機工業が高い評価
「新・ダイバーシティ経営企業100選」で経済産業大臣表彰

　だんだんと暖かい日が増え、少しずつ
春の訪れが感じられるようになってきまし
たね。皆様いかがお過ごしでしょうか。
　かがやき屋が1周年を迎えました。オー
プンの時に取材したのがもう1年前。時
が経つのはあっという間ですね。こうして
1周年を迎えられたのも、支えてくれた皆
様のおかげだと思います。ありがとうござ
います。そして、これからもよろしくお願い
します。かがやき屋の去年の記事は情報
誌ISICO80号に掲載されています。ホー
ムページでも見ることができますのでぜ
ひご覧ください。
　今回「チャンスをつかみ未来をひらく」
で紹介したぶった農産さんの「甘えびせ
んべい」も、かがやき屋では売れ筋商品
となっています。取材のときにいただいた
のですが、お米の粒の感じがしっかりあっ
て、とても食べごたえがありました。甘え
びせんべいは、お米をふんだんに使ってい
るので、満足感を得られやすいのだそうで
す。お土産やおやつにぴったりですね。
　平成27年度の情報誌ISICOはこの号
で最後となります。ご協力いただいた皆
様、手に取ってくださった皆様、本当にあ
りがとうございました。

　ISICO は 3月8日、県地場産業振興セン
ターコンベンションホールで、「小さな会社
が消耗戦を抜け出すための『動的コマー
ス』2016」というテーマでセミナーを開催
しました。講師は、楽天（株）楽天大学学
長であり、仲山考材（株）代表取締役の仲
山進也氏が務めました。
　セミナーでは、楽天出店店舗の成功事
例を交えてネットショップ成功のためのポイントを紹介したほか、ISICOホー
ムページドクターである西田上氏との対談の中では受講者の質問や悩みに
答え、70名の受講者が熱心に耳を傾けました。

楽天大学学長によるECセミナー開催
「小さな会社が消耗戦を抜け出すための『動的コマース』2016」

参加者は地方の中小企業のEC活用につい
て理解を深めました。

※社員の子どもが出産した際、孫や出産した子どもをサポートするために利用できる短時間勤務制度

3月16日に東京都千代田区のイイノホールで表彰
式が行われました。




