
ISICOは今年 7月、イギリスで開かれた
「ファンボロー国際航空ショー」（写真）
に出展し、県内外の企業12 社の技術
をアピールした。詳しくは巻頭特集をご
覧ください。
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エンジン部品の受注拡大へ
次世代ファンドを活用して技術磨く

巻 頭 特 集

専用機を特注して試作

　繊維機械や工作機械に使われ
る歯車（ギア）を製造する二水は、
ジェットエンジン用の部品製造の受
注を拡大しようと、いしかわ次世代
産業創造ファンドの支援等を受け、
研究開発に取り組んでいる。
　ジェットエンジン用の歯車は、騒
音やメンテナンス費用を抑えるため
に、滑らかな回転が求められる。
そのため、研究開発にあたっては、
内側に歯があるインターナルギアの
歯面を研磨する専用機や歯車のか
み合いを検査する機械を導入した。
　一般的なインターナルギアの製
造工程では歯面を研磨することは
ないため、専用機を特注した。二
水ではこの専用機が狙い通りに加
工できるか検証するととも
に、より一層精度の高い
歯車を製造するため、刃
物や油の種類、加工条件
などを変えながら試作を
続けている。
　製造工程のうち、表面
処理については航空機部
品の製造実績を持つ浅下

鍍金と連携する。また、熱処理、
非破壊検査の各工程については浅
下鍍金とともに航空機部品を共同
生産している深田熱処理工業や高
林製作所との協力を視野に入れて
いる。
　浅下鍍金からの紹介で大手航空
機装備品メーカーである住友精密
工業（兵庫県）のニーズを把握す
ることができ、これにより研究開
発を進めることになった。

未知の分野に挑戦したい

　二水が航空機産業に参入したの
は3年前にさかのぼる。スイスのイ
ンターナショナル・エアロ・エンジン
ズ（IAE）が製造するジェットエン
ジン用の部品を谷田合金（金沢市）

航空機部品の受注拡大を目指す笹田輝社長（右）と販路拡大をサポート
する ISICOの本多保夫事務局参事。

 （株）二水
白山市横江町 1726-16
TEL. 076-275-2131

■ 代表者　　笹田 輝
■ 設　立　　昭和39年4月
■ 資本金　　1,000万円
■ 従業員数　28名
■ 事業内容　繊維機械部品、工作機械部品、航空機部品などの製造
●  http://www.nisui.co.jp/

将来有望な市場に 活路求め、
県内中小企業が航 空機産業に挑む！

今後成長が期待できる魅力的
な市場の一つが航空機産業
だ。しかし、国際規格に準拠
した厳格な品質管理が求めら
れるほか、航空機部品メーカー
への販路開拓も難しく、参入
するには高いハードルがあるの
も事実だ。こうした状況にあっ
て、ISICOでは航空機産業へ
の参入を目指す県内中小企業
に対して、専門家の派遣や設
備投資に対する助成、取引先
のあっせんといった取り組みで
支援し、これにより既に高林
製作所（金沢市）、浅下鍍金（白
山市）、深田熱処理工業（小松
市）の3 社が連携して、航空
機部品の一貫共同生産に乗り
出している。中小企業がチー
ムを組んで一貫共同生産する
ケースは大変珍しく、全国的に
も注目されている。今回はこれ
らの企業に続いて航空機産業
への本格参入に挑戦する2社
の取り組みを紹介する。

　ISICOでは県内中小企業に専門家を派遣し
て航空機部品の製造に必要な認証の取得を支
援しており、これまでに14 社が航空宇宙分
野の品質マネジメントシステム「JISQ9100」
を取得、4 社が熱処理や表面処理、非破壊
検査など特殊工程を管理するための国際認証
「Nadcap」を取得している。
　また、新規参入にあたって必要となる設備
投資については、いしかわ次世代産業創造ファ
ンドやJAPANブランド育成支援事業、もの
づくり補助金、国内立地推進事業費補助金と
いった助成制度によってサポートしている。
　国内外の展示会への出展を通して販路開拓
も後押ししており、今年 7月には「ファンボ
ロー国際航空ショー」（イギリス）で県内外の
企業12 社の技術をアピールした。今年10月
には「国際航空宇宙展」（東京）、来年 6月
には世界最大の国際航空宇宙展「パリ・エア
ショー」（フランス）にも出展する。これに加
え、県内中小企業と ISICOが長年にわたり関
係を温めてきた国内の航空機部品メーカーを
マッチングさせ、受注に結びつけた例も多々
ある。今年10月には海外企業との取引を目
指し、県内中小企業とともにカナダの航空機
部品メーカーを視察する予定だ。

参入を目指す企業を
ISICOが支援
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同時５軸加工機や３次元測定機など
設備の差別化で需要取り込む

から受注したのだ。同社にとっては
ISICOの設備貸与制度を利用し
て、熱処理された歯車のひずみを
研磨して取り除くCNC複合立形研
削盤を導入するなど、高精度の歯車
を製造する体制が整った絶好のタ
イミングだった。
　マグネシウム鋳物というこれま
で扱ったことのない材質だったが、
最適の加工条件を見いだすため試
行錯誤した結果、求められる品質

を実現し、継
続受注につな
げた。
　その後、同
社の笹田輝社
長は航空機市
場の今後の拡
大を見据える
と同時に、「も
のづくり企業
として未知の
分野にチャレ

ンジしたい」との思いを強くしたこ
とから本格参入を決め、平成 26
年には ISICOの専門家派遣制度
を活用してJISQ9100を取得した。
笹田社長は「中小企業が単独で取
得するのは難しく、ISICOの支援が
助けになった」と話す。
　また、平成26年度には次世代ファ
ンドを活用した技術開発に取り組
み、技術を確立すれば住友精密工
業と取引できる見込みだ。

先行企業と情報共有
　「航空機業界についてまだ分か
らないことが多いので情報収集や
人脈づくりに力を入れたい」。そう
話す笹田社長にとって貴重な情報
源となっているのが、先行して航
空機産業に参入した県内中小企
業であり、継続的に交流を図るこ
とで航空機部品メーカーの動向や
ニーズに関する最新情報を得てい
る。笹田社長は「1社だけでは得
られない情報を惜しみなく共有して
くれるので参考になる」と笑顔を
見せる。
　販路拡大についても意欲的であ
る。昨年のパリ・エアショーに続き、
今年のファンボロー国際航空ショー
ではISICOが設けるブースに出展。
ISICOでもさらなる支援として、こ
れまで県外で開拓してきた発注企
業の中から、航空機部品を手がけ
るメーカー数社をあっせんするなど
のサポートを行っている。
　航空機部品が二水の売り上げに
占める割合はまだまだ少ない。と
はいえ、笹田社長は歯車の製造技
術に磨きをかけると同時に、「安定
受注を目指して営業活動に注力し、
将来は経営の柱にしたい」と意欲
を燃やしている。

難削材の加工技術が向上

　建設機械部品を製造する北菱で
は4年前から、日立金属MMCスー
パーアロイ（埼玉県）から発注を受け、
ジェットエンジン部品の粗加工を手
がけている。素材は硬く切削の難し
い耐熱ニッケル合金で、当初はビビ

リ（工具と加工物の間で継続的に
発生する振動）に悩まされたが、専
用の治具を作ったり、加工物の固定
位置を工夫したりして解決し、現在
では加工時間を約半分にまで縮め、
工具も長持ちするようになった。
　また、ISICOのサポートを受け、
ジェットエンジンモジュールメーカー

航空機部品用に特注したインターナルギアの歯面を研磨する専用機。

（株）北菱
小松市長田町イ18 
TEL. 0761-21-3311
■ 代表者　　谷口 直樹
■ 創　業　　昭和 25 年 9 月
■ 資本金　　4,104 万円
■ 従業員数　107 名
■ 事業内容　建設機械部品・産業機

械部品の加工製造、航
空機部品の加工など

●  http://www.kabu-hokuryo.com/

将来有望な市場に 活路求め、
県内中小企業が航 空機産業に挑む！
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にも営業をかけている。昨年には
同社に素材を供給する素形材メー
カーから航空機部品に使われる特
殊鋼の提供を受け、工具や加工条
件に関する共同研究を進めた。こ
うした取り組みが認められ、現在は
まず素形材メーカーとの取引に向
け、手続きが進んでいる。
「取引実績のない中小企業にとって
は大手メーカーと接触することさえ
難しいが、ISICOの担当者が一緒
に足を運んでくれると先方も真剣
に話を聞いてくれるので助かってい
る」（谷口直樹社長）。
　このほか、県外で開催されたマッ
チング商談会への参加やISICOの
橋渡しによってジェットエンジンメー
カー等が工場見学に訪れるなど、販
路開拓の動きが活発化している。

成長分野に絞って販路拡大

　北菱が航空機部品を作り始めた
のは現在主力とする建機の市場が
先細る不安があるからだ。「建機の
仕事で利益が出ているうちに付加
価値が高く、技術が生かせる新規
市場に参入したい」（谷口社長）と、
国内外で成長が見込まれるエネル
ギー、航空機、鉄道、自動車といっ
た分野をターゲットに見据え、販路
拡大に取り組んだ。
　受注に向けては、他社とはひと味

違う特色を作ろうと直径 2メートル
のテーブルを持つ大型ターニングセ
ンタを導入。ISICOが主催する受注
開拓懇談会を通じて、思惑通りに石
油プラント用大型コンプレッサー部
品や鉄道車両の部品を受注できた。
　さらに、「付加価値の高いものな
ら何でもやるから、ものづくりで困っ
ている人がいたら紹介してほしい」
（谷口社長）とさまざまな企業に声
を掛けたところ、ある工作機械メー
カーから紹介されたのが日立金属
MMCスーパーアロイだった。

無窓工場を航空機専用に

　航空機部品の受注をさらに本格
化させるため、北菱では平成27年
7月にISICOの専門家派遣制度を
活用してJISQ9100を取得した。
　また、今年は同時5軸加工機や5
軸スキャン3次元測定機を導入し、
製造・検査設備の充実を図った。
これによって、現在請け負っている
粗加工だけでなく、さらに付加価値
の高い仕上げ加工の受注を狙って
いる。
　今後は、無窓工場を航空機専
用工場として整備する計画だ。こ
れは、外光を遮るほか、温度や湿
度といった影響を軽減し、周辺環
境からの振動を抑える構造で、年
間を通して精度の高い製品を安定
供給できる体制を整えるためだ。

　こうした設備を活用して研究した
いと考えているのが、ジェットエンジ
ン用タービンに使われるブリスクの
加工だ。タービンは通常、円盤状の
ディスクに何枚ものローターブレード
を取り付け一体化させたものである。
一方、これらを一つの素材から削り
出して作るものがブリスクで、部品
点数が減って軽量になり、効率よく
回転するようになる。ヘリコプター
等の小型エンジンへの導入から始
まり、近年では中型航空機エンジ
ンでも採用されることから、技術を
確立すれば有力なアピール材料に
なる。
　「将来は航空機分野の売り上げ
を30％にまで引き上げ、柱の一つ
にしたい」。谷口社長はそう力を込
めるとともに、「当社単独でなく、
近隣の企業と連携して、設備投資
や受注活動に取り組みたい」と呼
び掛ける。
　日本航空機開発協会がまとめ
た「民間航空機に関する市場予測
2016-2035」によれば、ジェット
旅客機の運航機数は 2015 年の
約 2万 1000 機から35 年には約
3万 8000 機に増加する見通しだ。
参入にはいくつもハードルがある
のは確かだが、長期的な成長が見
込める有望市場であり、ISICOと
しても引き続き意欲ある県内中小
企業の参入や販路開拓を後押しし
ていく。

経営の新たな柱を作ろうと航空機分野の販路
開拓に力を注ぐ谷口直樹社長。

航空機部品などを加工する同時 5 軸マシニングセンタ（左）と大型ターニングセンタ。
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ISICOの開業支援を受け、
訪問看護事業を立ち上げ

　レインボーハートが運営する「なな
いろ訪問看護ステーション」では、看
護師や准看護師が在宅療養している
患者の自宅を訪問し、病状のチェック
や薬の飲み方の指導、床ずれの処置、
清
せいしき

拭や入浴の介助などを行っている。
利用者一人一人の個性や要望をしっ
かりと把握し、心と心のつながりを大
切にしたきめ細かな看護サービスを
提供することがモットーだ。
　自らも子育てしながら働く髙島久
美子代表は、女性が働きやすい職場
づくりに力を入れている。例えば、勤
務時間は9時から17時までの7時間
だ。一般的には18時まで勤務する事
業所が多く、社員からは1時間早く切
り上げられるので、余裕を持って子ど
もを迎えに行ったり、夕飯を作ったり
できると喜ばれている。また、幼稚園
や小学校の行事のほか、家庭の用事
で仕事を半日休みたいといった要望
にも柔軟に対応している。

　人材獲得に苦労した時期もあっ
たが、開設から3年目に入った現在は
パートも含めて10名のスタッフを確
保。常時40 〜 50人の利用者を抱え、
経営は順調に推移している。

　髙島代表は出産を機に一度は訪問
看護の仕事を辞めたが、子育て中の
女性でも働きやすく、心を込めた温か
な看護を提供できる職場を作りたい
と考え、平成26年に起業を志した。事
業の立ち上げそのものは前職でも経
験していてノウハウがあった。しかし、
経営に携わるのは初めてとあって、
当初は分からないことばかりだった。
そんな時に心強い味方となったのが
ISICOだった。
　例えば、訪問看護ステーションを開
設するにあたってどのような法人格が
ふさわしいのか、あるいは会社の設立
に用意すべき書類は何かなど、まさに
起業のイロハからアドバイスを受けた。
　また、財務管理に関する知識も皆
無だったため、ISICOの専門家派
遣事業を活用して、税理士から帳簿
の付け方なども教わった。今でこそ
税理士に委託しているが、1年目は
法人決算も自身で申告した。さらに、
ISICOから採択を受けた創業補助
金は人材確保の大きな助けとなった
ほか、ホームページの開設についても

も支援を受けた。
　髙島代表は「何か分からないこと
があるたびにISICOを頼りました。
その都度、親身になって教えてくれた
ので、本当に助かりました」と当時を
振り返る。
　今年7月には居宅介護支援事業の
認可も受けた。同社には看護師の資
格を持つケアマネジャーが3名いるこ
とから、これによって医療依存度の高
い利用者に対して、看護経験を生かし
た医療サービスプランを盛り込んだ介
護プランを立てられるようになった。
髙島代表は将来的にさらに事業内容
を拡充し、「終末期のお年寄りが安心
して暮らせるケア付きのシェアハウス
を作りたい」と青写真を描いている。

会社設立や財務管理に
専門家が助言

合同会社レインボーハート
金沢市大友町ニ29-1 サニーコート106
TEL. 076−254-5740

■ 代 表 者  髙島 久美子
■ 設　　立 平成26年4月
■ 資 本 金  200万円
■ 従業員数 10名（パート含む）
■ 事業内容  訪問看護事業、
  居宅介護支援事業
●  http://nanairo-niji.netスタッフ同士は仲が良く、職場は和気あいあいとした雰囲気。

女性が働きやすい
職場づくりに注力

5

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。

働く女性と利用者の目線を大切にしながら事業展開す
る髙島久美子代表。
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薄さ0.5ミリは椀の半分以下

　守田漆器が商品化した「山中ウスビキライト」は国産のケ
ヤキやミズメザクラを、ろくろ挽きで木材が透けるほどの薄
さまで削り出して作ったランプシェードだ。最も薄い場所で
は通常の椀の厚さの半分以下となる0.5ミリほどで、電灯
をつけると内側から温かみのある光がじわりと広がり、木目
が美しく浮かび上がる。
　形は丸い汁椀を伏せたようなマル型、コップを逆さにし
たようなベル型など 6 種類があり、それぞれ木肌をそのま
ま生かしたナチュラルと落ち着いた色合いのブラウンの2 色
を展開している。山中漆器特有の加飾挽きで「千

せんすじ

筋」と呼
ばれる細い溝を表面に施したものもある。
　平成 27年 6月から販売をスタート。自社のホームページ
のほか、インテリア関連の展示会などへの出展が奏功し、
東京・神楽坂の漆器専門店、金沢・ひがし茶屋街の伝統

工芸品ショップで常時販売するなど販路が広がっている。
温かみのある光により落ち着いた雰囲気になることから、お
もてなしによるサービスの向上を図ろうとするホテルや飲食
店のほか、住宅を新築する個人の方などの注文が多く入り、
これまでに累計で数百個を販売するなど売れ行きは順調に
伸びている。同年の石川ブランド認定製品にも選ばれた。
　守田貴仁専務は「山中ウスビキライトの購入がきっかけと
なり、店全体を山中漆器でトータルコーディネートしたいと
食器が売れるケースもあり、相乗効果が現れている」と笑
顔を見せる。

LED電球の普及で商品化が可能に

　守田漆器がランプシェードの開発に乗り出した背景には、
山中漆器の主力である食器や茶道具が以前ほど売れなくな
ってきたことが挙げられる。薄挽きや加飾挽きといった山中

山中漆器の技術を生かした照明

山中漆器は木地に精
せい

緻
ち

な模様を付けたり、透けるほどに薄く削ったりする高度なろくろ挽
び

きの技術が大き
な特徴だ。この技術を生かしてランプシェード（電灯のかさ）を開発したのが創業107年を数える守田漆器で
ある。同社ではこれまで主力だった食器や茶道具だけでなく、インテリア分野に用途を広げるとともに、海外
への販路拡大にもチャレンジし、より一層の成長を目指している。

守田漆器（株）
http://urusi.jp
加賀市山中温泉上原町ワ-528
TEL. 0761-78-0106

■ 代  表  者 守田 進
■ 創　　業 明治42年
■ 資  本  金 1,300万円
■ 従業員数　13名
■ 事業内容 山中漆器の製造・販売

美しい木目が浮かび上がり、柔ら
かな明かりを発する「山中ウスビ
キライト」（2万 6,000 円〜）。

1
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漆器の技術を生かしながら新しいものを作ろうといろいろ
と考えるうちにたどり着いたのがランプシェードだった。漆
器は高熱にさらされると変形しやすいが、あまり発熱しない
LED電球が出始め、今後も世界的な市場拡大が予測される
ことから商品化を決めた。
　食器や茶道具の製造においては豊富な経験を持つ一方、
ランプシェードを手がけるのは初めてだったため、第一弾と
して開発した2種類については、住宅や店舗のインテリアな
どを専門とするデザイナーに依頼し、第二弾となる4種類は
独自でデザインした。
　開発段階における課題の一つは材料選びだった。同じよ
うに薄く削っても木材によっては光の透け具合がまったく異
なり、例えばカエデを使ったものは、どんなに薄くしてもまっ
たく透けなかった。そこでいろいろな木材を試した上で、美
しく木目が透けて見えるケヤキとミズメザクラを選んだ。
　天然木のかたまりを木のゆがみや性質を見極めながら1
ミリ以下の薄さに削り出していく製造工程では山中漆器の
職人の技術がいかんなく発揮された。守田専務は「木を扱
う技術は山中漆器の職人が日本一と自負している。形や厚
みを均一にして量産するのは至難の業で、ここでしかできな
い」と胸を張る。
　一方、使用時には問題ないものの、輸送などの際、あまり
の薄さに割れてしまうこともあり、対策に頭を悩ませた。と
はいえ、厚く削っては商品の魅力が損なわれるため、最も薄
い部分には光を透過する特殊な布を貼って補強することに
した。さらに、箱の形状を工夫したり、スポンジを当てたりと
パッケージも改良した。

国内外の展示会へ意欲的に出展

　販路開拓では、食器や茶道具とは違う販売ルートを
確立するため、店舗装飾やインテリア素材の総合見本
市 で あ る「JAPAN SHOP2016」 の ほ か「 第 34 回
JAPANTEX2015 アカリ・イマージュ 2015」に加え、
ISICOと連携して「第80回東京インターナショナル・ギフト・
ショー秋 2015」といった展示会等に出展し、PRに努めた。

「どなたも一様に“何これ？”と驚き、必ずと言っていいほ
ど触っていかれます。食器を出品するいつもの展示会に比
べ、2 倍以上の反響が寄せられました」。守田専務はそう手
応えを口にしている。
　販路開拓は国内だけにとどまらない。今年に入ってか
ら、世界最大規模の国際展示会「アンビエンテ2016」（ド
イツ）やインテリアデザインの国際見本市「メゾン・エ・オ
ブジェ・アジア展示会」（シンガポール）に立て続けに出展。
その成果として現在はシンガポールのインテリアショップと
商談が進んでいて、オリジナルデザインのランプシェードの
OEM 生産に向け、試作に取り組んでいる。
　こうした展示会への出展や試作開発などには、ISICO
の活性化ファンドの補助金を活用した。

驚きを与えられる商品を

　山中ウスビキライトに続いて、同社では新たにスタンド型
ライト「キノコ」を開発した。その名の通りキノコの形をモチー
フにしたかわいい照明で、今秋開かれる展示会で新商品と
してお披露目する。今後も壁に取り付けるタイプやUSBポー
トを電源に使う卓上ライトなど、商品ラインアップを拡充し
ていく計画だ。
　とりわけ海外向けとして有望視しているのが USB ポート
を活用した商品だ。というのも日本の電気製品を海外で使
うには、各国の電圧や電源プラグ形状に合わせた付属部品
が必要となるからで、USB ポートを電源とする照明であれ
ば、どの国でもすぐに使ってもらえるというわけだ。
　「これからも皆さんに驚きを与えられるような商品を作りた
い」と意欲を燃やす守田専務。インテリア分野の商品を新
たな柱として育てると同時に、「ランプシェードが山中漆器
の良さ、漆器を作る高度な技術を知ってもらえるきっかけに
なってくれれば」と期待を寄せている。

右）	今秋以降の展示会でお披露目する新商品のスタンド型ライト「キノコ」（4万
円〜）。

左）	今年 2月、ドイツ・フランクフルトで開催された世界最大規模の国際展示会「ア
ンビエンテ」の様子。

山中漆器の伝統
的な技術を生かし
て新商品の開発
に取り組む守田貴
仁専務。
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シンガポールの試験販売で好評

　わくわく手づくりファーム川北が海外進出に向けてアクセ
ルを踏み始めたのは平成 26 年のことだ。この年、ISICO
の活性化ファンドの助成金を活用してシンガポールにある日
本の商品を専門に扱うアンテナショップでの試飲会や展示
会にビールを出品するとともに、今年1月には同国の超高
級会員制クラブ「タングリンクラブ」において県産食材を

使った料理を食べてもらう「石
川フェア」にもビールを提供し、
どちらも好感触を得た。平成
27 年には卸・小売店のバイ
ヤーや商社を招いて県が開い
たマッチング事業を通じて、香
港の高級スーパーへの輸出を
スタートしたほか、独自の営業
活動によって台湾企業との取
引も成約した。

　売り先はアジアにとどまらない。今年 7月にはアメリカ・
ロサンゼルスの卸会社と輸入代理店契約を締結。来年早々
には現地の日本料理店や中国料理店でお披露目会を開き、
その後、販売を本格化させる計画だ。
　こうした動きに先立って同社では瓶ビールのラベルを高級
感あふれるデザインにリニューアルしたほか、海外との取引
をスムーズに進めるため、5カ国語に堪能な社員を採用した。
また、現在常温で 8カ月間の賞味期限を、殺菌方法を工夫
して1年間に延ばせるよう取り組んでいる。ドローンを飛ば
して麦畑などを撮影した PR 動画も制作中だ。
　同社のビールはここ5 年で10 倍以上と爆発的に売り上
げを伸ばしているが、国内では人口減少や若者のビール離
れが進んでいることから、入口博志社長は「次世代の経
営を見据え、今のうちに海外展開の布石を打っておきたい」
と話し、今後は販路開拓と合わせて海外販売用の新商品
開発にも取り組む考えだ。

ギャバを含む機能性ビールを開発

　同社が現在、海外で販売しているのは「金沢百万石ビー

地元産素材にこだわったビール

川北町産の大麦や白山の伏流水で地ビールを製造するわくわく手づくりファーム川北。ビール造りにはあま
り使われない六条大麦やコシヒカリを取り入れた独自の商品開発に力を入れ、JR金沢駅構内の売店や北陸
新幹線の車内で販売されるなど、右肩上がりで売り上げを伸ばしてきた。一方で国内のビール市場が縮小傾
向にあることから、将来を見据えて東南アジアや北米にも販路を広げようと取り組みを本格化させている。

（有）わくわく
手づくりファーム川北
http：//wkwkfarm.com/
能美郡川北町字壱ツ屋183-3
TEL.076- 277-8989

■ 代  表  者 入口 博志
■ 設　　立 平成10年3月
■ 資  本  金 4,515万円
■ 従業員数　13名（パート含む）
■ 事業内容　ビールの製造・販売、
 農畜産物の生産・加工・販売など

地元産の素材を生かしてビールを造る入口
博志社長。両脇に見えるのが増設した醸
造用タンク。

海外で販売し
ている瓶タイプ
の「金沢百万石
ビール」と「グ
ランアグリ・小
麦のビール」。

2
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ル」と「グランアグリ・小麦のビール」だ。
　金沢百万石ビールは活性化ファンドの助成金を受けて開
発した商品で、フルーティーな味わいの「ペールエール」、黒
ビールの「ダークエール」、川北産コシヒカリを副原料にした
「コシヒカリエール」の3種類がある。いずれも川北産の六条
大麦を使った点が特徴で、アミノ酸の一種で血圧降下作用
や抗酸化作用、リラックス作用のあるギャバを多く含んでい
る。
　六条大麦はビールの原料として一般的な二条大麦に比べ、
ギャバの含有量は多いが、渋みがある上、粘り気があって濾

ろ

過
か

しにくいためにあまり用いられない。そこで同社では石川
県立大学や県農業総合研究センター、県工業試験場と連携
して、ギャバの成分を増やし、おいしいビールに仕上げる生
産技術を確立した。
　グランアグリ・小麦のビールは小松産の小麦と地元産の六
条大麦を主原料としたビールだ。軽い飲み口とバナナのよう
な甘い香り、クリーミーな泡が特徴で、シンガポールでもお
いしいと高く評価された。
　入口社長は「原料からメード・イン・ジャパンにこだわって
いるビールは珍しい」と話し、今後の海外での拡販に自信を
見せている。

売り先を想定した商品開発が奏功

　ところで、国内では金沢百万石ビールが年間 40万缶、
グランアグリ・小麦のビールが年間 20万缶を売り上げる人
気商品となっている。その背景にあるのは入口社長の開発
戦略だ。

「最初に造ったビールは味には自信があったのですが、思っ
たように売れませんでした。そこで、最初から売り先を想定
し、そこで売れるような商品を開発することにしました」（入
口社長）。
　例えば、金沢百万石ビールについては、北陸新幹線開
業で増加が見込まれる観光客をターゲットとし、金沢駅構
内にある売店で取り扱ってもらうことを目指した。そのため、
商品名やパッケージデザインも駅で売ることを前提に金沢ら
しさを意識して開発し、JR 西日本の関連会社に直接売り
込んだ。入口社長は「慣れない営業にはプレッシャーを感
じましたが、経営が苦しかったので、とにかく必死でした」
と振り返る。また、わくわく手づくりファーム川北ではそれ
まで、瓶ビール用の設備しかなかったが、瓶では重く、割
れやすいため、缶ビール用の充てん機を中古で導入した。
　グランアグリ・小麦のビールについては、北陸新幹線の

車内で売ってもらえるように企画した商品だ。北陸新幹線
の車両をイメージした色合いのパッケージを採用し、車内
販売を手がけるJR 東日本の関連会社に営業をかけた。「車
内販売への採用が決まったのは開業1週間前のことでした。
その知らせを聞いたときは本当にうれしくて、鳥肌が立ちま
した」と入口社長は当時を振り返る。
　今年 3月にはJR 東京駅にある日本一駅弁が売れるとさ
れる「駅弁屋　祭

まつり

」でも石川県の形や雪づりをモチーフに
デザインしたオリジナルパッケージのビールを販売している。

東京オリンピック目指して新商品を

　販路の拡大に伴って急激に売り上げが伸びたため、昨年
9月には新たに4 基の醸造用タンクを増設し、これによっ
て従来の約1.4 倍となる年間 240 キロリットルの生産が可
能となった。
　それでも設備はフル稼働の状態が続いており、現在チャ
レンジしている海外展開がうまくいけば、さらに生産能力を
引き上げるための増設を検討する。
　入口社長が今後、新たな商機と見据えているのが、4 年
後に迎える東京オリンピックだ。このとき日本を訪れる外国
人客に飲んでもらおうと、現在は地元産の六条大麦とハト
ムギを原料に使ったビールの開発に力を注ぐ。

「焙煎したハトムギを使うと香ばしい風味が付き、ルビーロ
マンのような色合いになるんです」（入口社長）。
　個性に磨きをかけ、独自色の強いビール造りを続けるとと
もに、国内だけでなく海外にも販路を広げる同社の一層の
飛躍に期待したい。

上）JR 東京駅や金沢駅構内の売
店、北陸新幹線の車内などで
販売している缶ビール。

右）缶ビール用の充てん機。1時
間に 260 本を充てんし、ふた
をかぶせて密封する。
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中小企業の総合支援センターとして、
経営課題の解決をサポートする ISICO。
幅広い支援メニューの中から
注目の取り組みをピックアップして紹介します。

インターネットを活用した
事業拡大を専門家がサポート
ネット活用相談ステーション

日本のインターネットビジネスは右肩上がりで成長を続け、平成27年の市場規
模はBtoC（消費者向け電子商取引）で13兆8000億円、BtoB（企業間電子商
取引）で200兆円以上となっています（※）。また、実店舗への誘客や人材採用な
どでもインターネットは大きな力を発揮します。こうした状況を踏まえ、ISICO
では今年6月に「ネット活用相談ステーション」を開設しました。従来以上に支援
体制を拡充し、ネットに関する課題の解決をお手伝いしています。
（※）出典：経済産業省「平成27年度我が国経済社会の情報化・サービス化に係る基盤整備（電子商取引に関する市場

調査）報告書」

スマホ対応など
あらゆる相談に対応

　ネット活用相談ステーションではIT
と経営の両方に詳しいITコーディネー
ターや、豊富な知識とノウハウを持つ
相談員がビジネスにおけるインターネッ
トの活用について共に考え、アドバイ
スする相談窓口です。
　ネットショップの売り上げを伸ばした
い、人材確保に向けてスマートフォンに
対応したホームページを作りたい、フェ
イスブック等のSNSを使って情報発信
したいなど、ネット活用に関する内容で
あれば、どのような問題でも相談に応
じます。
　相談員等が個別に面談し、それぞ
れの悩みに応じた最適な解決方法をア

ドバイスします。もちろん、どなたでも
無料で利用できます。開設2カ月で50
件以上の相談が寄せられています。

小松や能登でも月1回の
セミナーや相談会を開催

　ネット活用相談ステーションでは随
時相談を受け付けるほか、金沢はもち
ろん、小松や能登でも月1回ずつ、個
別相談会を開催しています。「相談した
いけれども、忙しくて金沢まで行けな
い」といった方は、お近くで開かれる
個別相談会に参加してください。
　また、ITの利活用やネット販売など
をテーマにしたセミナーも開催していま
す。セミナーも金沢だけでなく、小松や
能登の各地で開催しています。セミナー

終了後、個別相談会も併せて開催する
場合もありますので、ご利用ください。
　販促や受注はもちろん、情報発信、
採用など、今や、インターネットの活用
は事業を展開していく上で欠かせない
ツールと言えます。うまく活用して成果
につなげていくためにも、ぜひネット
活用相談ステーションを利用してくださ
い。

ネット活用相談ステーション
http://www.isico.or.jp/isico/netstation
随時、セミナー情報や相談会日程を更新しています。

（公財）石川県産業創出支援機構 産業情報課
TEL：076-267-1001
E-mail：info@omisebatake-isico.com

石川県よろず支援拠点
TEL：076-267-6711
E-mail：yorozu@isico.or.jp

●お問い合わせ

■利用の流れ

[ 目標 ]
販路拡大や売上アップ、人材の採
用、 情報発信力の強化といった成
果を手に入れる。

電話あるいはホームページ上の
「相談申込書」に必要事項を
記入して、ファクスまたはEメー
ルで申し込む。

ITコーディネーターや相談員
と面談。ビジネスにおけるイン
ターネットの活用に関する悩み
を相談し、アドバイスを受ける。

ネット活用相談ステーションで
得たアドバイスをもとに解決策
を実践。ISICOや公的支援機
関などの支援施策の紹介を行
うなどフォローも行います。

より具体的な課題解決につい
ては、専門家派遣制度の活用
や、よろず支援拠点コーディ
ネーターによる継続的な支援
を行います。

Step1

Step2

Step3

Step4

専門家が相談に応じる
ネット活用相談ステー
ション。
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アクセス数の増加目指し、
SNS の活用と情報の充実を

講師 遠田 幹雄氏

ネット活用相談ステーションでは7月22日、七尾商工会議
所で「初心者にもわかるネット活用セミナー」を開催しました。
その内容をダイジェストで紹介します。

モノよりも人を売れ

　通販や企業間取引の売上アッ
プ、実店舗への誘客などにイン
ターネットを活用する場合、いず
れにしても大切なのは自社サイト
へのアクセス数を増やすことです。
アクセス数が伸びれば、売り上
げや問い合わせ、来店者数も比
例して増えます。開設当初は1カ
月に1,000 件以上、ビジネスとし
てしっかりと成果を出したい人は
3,000 件以上のアクセス数を目指
しましょう。
　アクセス数を増やすためにぜひ
活用したいのが SNSです。SNS
には情報拡散力に優れたツイッ
ター、個人のスマホに情報をリア
ルタイムに通知できるLINEなど、
さまざまな種類があり、それぞれ
違った特徴があります。自分たち
のビジネスに合ったSNSをぜひ

使ってほしいと思いますし、どれ
か一つだけ使うのであれば安定し
て集客につながるフェイスブックを
おすすめします。
　フェイスブックでは利用者自身
が投稿した写真や文章、動画が、
利用者自身の友達はもちろん、利
用者自身の友達の友達、さらに
その友達といった具合に、直接
知り合いではない人に次 と々拡散
していく可能性があります。投稿
する際にアドバイスしたいのは「モ
ノを売るより人を売れ」というこ
とです。いかにもモノを売りたい
という姿勢の人はSNSでは嫌わ
れます。投稿から人の良さがあふ
れ出ることで自然に仲間が増え、
よい交流ができるようになります。
そして、よい交流がよいビジネス
へとつながります。「この人から買
いたい」と思ってもらえるよう、フェ
イスブックではぜひ利用者自身の
人柄を売り込んでほしいと思いま
す。こうしたフェイスブックの拡
散によりホームページでの集客を
図ってください。

お客様の声や事例も掲載を

　アクセス数を増やすためにもう
一つ力を入れたいのが検索エン

ジンからの集客です。検索エンジ
ンでは何かを知りたくてキーワー
ドを打ち込む人が約90％を占め
ます。つまり、調べものをしてい
るユーザーの役に立つ情報を提
供することで、利用者自身のサイ
トが検索結果として表示されるよ
うになり、アクセス数を増やすこ
とができるのです。
　そのために有効なのが次の三
つのコンテンツです。一つ目は
FAQ（よくある質問と回答）とお
客様の声です。どの業種でも作
ることのできるコンテンツですか
ら必ず設置しましょう。二つ目は
事例紹介です。特に高額商品や
オーダーメードの商品になると購
買経験の少ない消費者は入念に
下調べをしますから検索されやす
くなります。三つ目は、例えば食
材販売サイトならばレシピを載せ
るといった、ユーザー視点のお役
立ち情報です。専門性の高さや
親切な対応をアピールすることに
もなるので、ぜひ充実させてくだ
さい。
　こうした情報は独自ドメインの
ブログで発信すると集客に効果
的です。無料のブログサービスで
は効果が薄いので注意してくださ
い。

（株）ドモドモコーポレーション代表取締役
ISICOホームページドクター

セミナー参加者はSNSの活用について理解を深めた。

セミナー　Seminar
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FAX

　ISICO は、伝統工芸や農林水産物、観光資源といった石川県の魅力ある地域
資源を活用した新商品・新サービスの開発や販路開拓の取り組みに助成し、新
ビジネスの創出を支援しています。
　今回、新商品開発等の前段階において必要となる事前調査（市場調査、小規
模な試作開発、テストマーケティング等）を支援するため、事前調査事業を 9月
7日から10月 4日まで募集しています。
　新商品、新サービスの開発を検討されている皆様、まずはご相談ください。

　総務省が 7月末に公表した平成 28 年度版の情
報通信白書（ICT 白書）では、IoTやビッグデータ、
AI（人工知能）等の ICT（情報通信技術）の進展に
より我が国の経済成長は加速し、2020 年度時点で
実質国内総生産（GDP）を約33 兆円押し上げる効
果があると予測しています。
　一方で、IoT 導入に関する企業意識については、
米国等と比較すると低く、このままでは諸外国との
差が開いてしまうおそれがあると考察しています。

　ISICO は 8月26日、金沢市内で、「ベ
ンチャーファイナンス勉強会〜ベンチャー
キャピタルからの資金調達の勘所〜」と
題して勉強会を開催しました。トーマツ
ベンチャーサポート（株）の佐藤史章公認
会計士が講師を務め、ベンチャーキャピ
タル（VC）などの投資家から出資を受け
るための基本的なルールの解説や計画
的に資金調達を行うための知識およびノ
ウハウ等を紹介し、24 名の受講者が熱
心に耳を傾けました。

IoT普及で2020年にはGDP を
33兆円押し上げる見込み

ベンチャーファイナンス勉強会開催！

2016年版 情報通信白書を公表

ベンチャーキャピタルからの資金調達の勘所

平成28年版

情報通信白書
ICT白書

平成28年版

情報通信白書
ICT白書

IoT・ビッグデータ・AI
～ネットワークとデータが創造する新たな価値～
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 ● お問い合わせ
　ISICO地域振興部  地域産業支援課　TEL.076-267-5551

資金調達のノウハウについて
理解を深めた受講者

CD･Eyes50には、日本全国の大企業から中小
企業まで売上上位50万社（石川県内企業は約
5,200 社）の最新企業情報が収録されています。

取引先の与信管理に最適な情報（設立・資本金・大
株主・取引先・業績3期分・概況など）を収録して
います。

新規顧客開拓のための、営業や販売、マーケティン
グなどさまざまな企業戦略に必要な情報を希望の
条件で検索し、最適なフォームで提供します。

最大50万社の中から指定条件で抽出した企業情
報は、紙や宛名シールでの出力も可能です。

● ISICO ライブラリ内のパソコンにて利用者自身が
検索できます。

●閲覧は無料で、プリントアウト料金は1枚10円です。 
●社名から検索して詳細な情報を引き出せますので、

お気軽にご利用ください。

お問い合わせ
(公財）石川県産業創出支援機構
産業振興部 産業情報課

TEL 076-267-1001

東京商工リサーチ・企業情報

CD･Eyes50（CD-ROM）

ISICOライブラリの紹介

魅力ある商品開発を応援します！
いしかわ産業化資源活用推進ファンド（事前調査事業）のご案内

1  与信管理に！

2  マーケティングなどの基礎情報として！

3  的を絞った DM 戦略に！

平成27年12月発売


