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生麩など 11 種類の具材がぎっしり
　

　明治 45 年創業の老舗豆腐メーカー、

金沢豆冨が活性化ファンドを活用して

開発したのは「特製ひろず」である。

ニンジンやキクラゲ、ギンナンといっ

た定番に加え、金沢らしさを演出する

生麩やすだれ麩など、全 11 種類のバラ

エティ豊かな具材を詰め込んだ点が最

大の特徴だ。春にはタケノコ、秋には

クリを入れるなど季節感も大切にして

いる。

　生地は石川県産の大豆と珠洲市産の

海水塩のにがり、白山の伏流水から作

られた豆腐と粘り気のある加賀丸いも

を混ぜ合わせたものだ。11 種類の具材

を刻まずに包んで揚げているので、一

つ一つの具材の味や食感を十分に楽し

める。

　販路の中心となっているのは百貨店

で開かれている物産展だ。札幌の丸井

今井から鹿児島の山形屋まで、全国各

地で販売実績があり、多い時には 1 週

間で約 1,000 個を売り上げる。また、

高島屋やディノス、千趣会の通信販売

も有力な販路だ。昨年には自社ホーム

ページからも購入できるようにしたと

ころ、物産展で金沢豆冨のひろずを味

わった消費者が、その後、リピーター

として注文してくれるようになった。

　現在では、ひろずが同社の売り上げ

の 20％ほどを占めるまでに成長し、道

越克彦社長は今後の主力として期待を

かけている。
味付け特製ひろず
石川県産の大豆と珠洲市産の海水
塩のにがり、白山の伏流水で作っ
た豆腐と加賀丸いもを混ぜ合わせ
た生地で、生麩やすだれ麩、ニン
ジンやキクラゲ、ギンナンなど彩
り豊かな 11 種類の具材を包んで
揚げている。「お客様に感動と驚
きをもって食べてほしい」と
いう思いで開発された。普
通サイズ（右側）はもち
ろん、ミニサイズ（左
側）も好評だ。

金沢豆冨
CASE 01

（株）金沢豆冨
金沢市専光寺町二 71-1  TEL. 076-266-1201
　● 代 表 者 道越 克彦
● 創　　業 明治 45 年 4 月
● 資 本 金 1,000 万円
● 従業員数 27 名（パート含む）
● 事業内容 豆腐類及び関連食品製造・卸・販売
　http://www.kanazawatofu.co.jp

活性化ファンド採択メニュー
・平成 24 年度　産業化資源活用事業（商品開発・事業化支援）
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具だくさんの
特製ひろずを商品化
物産展や通信販売で
上々の売れ行き
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原材料は地産地消を第一に
　

　　「大きいだけで具の少ないひろず

は嫌。具のいっぱい入ったおいしいひ

ろずを食べたい」。

　特製ひろずの開発に乗り出したきっ

かけは、道越社長の妻で毎日食べたい

ほどひろずが好物の起代美取締役のこ

んな一言だった。

　さらに物産展に出店するうち、ひろ

ずは全国的には “ がんもどき ”、京都

などでは “飛
ひ

龍
りょう

頭
ず

” と呼ばれ、具材を

細かく刻んで生地に入れるが、金沢で

は刻まずに包んで揚げるのが特徴と分

かり、看板商品として力を入れること

にした。

　当初の具材はニンジン、ゴボウ、レ

ンコン、キクラゲだけだったが、より

独自色を強くしようと加賀麩や季節を

感じさせるものをプラスし、改良した。

　また、例えばギンナンは金沢市産、

キクラゲは宝達志水町産といった具合

に地産地消を心がけている。一般的に

使われている中国産に比べると、仕入

れ値は割高になってしまうが、道越社

長は「当社だけでなく、地域の生産者

も含めて生活していけるようにしたい」

と話す。

治部煮をヒントにした商品も
　

　発売時は味付けして煮込んで食べる

生タイプだけを販売していたが、その

後はラインアップの拡充にも取り組

んだ。

　消費期限が冷蔵で 3 日と短いために

まとめ買いができない、あるいは調理

が面倒なのでもっと手軽に食べられる

ようにしてほしいといった消費者の声

に応えて商品化したのが「味付け特製

ひろず」だ。これは油抜きをして、下

味を付けた上でだしにつけ込んで真空

パックにした商品だ。調理する必要が

なく、電子レンジや湯せんで温めるだ

けで手軽に食べられる上、冷蔵で 30

日、冷凍で 60 日にわたって日持ちす

るようになった。現在では、この味付

けタイプがひろずの売り上げの 50％

以上を占めている。

　さらに、おでんや煮物の一品として

加えたいとのニーズから生まれたのが

サイズを二回りほど小さくして、具材

も 6 種類に絞り込んだ「特製ミニひろ

ず」だ。こちらも好評で、通常サイズ

のひろずを上回る売れ行きを示して

いる。

　最新作は金沢の郷土料理をヒントに

開発した「治部煮ひろず」だ。具材は

生麩、すだれ麩、奥能登特産の原木シ

イタケ「のと 115」、とろみを付けた

国産鶏肉、ニンジン、タケノコが入っ

ている。秋から冬にかけて 1 日 60 個

限定で販売しているがすぐに売り切れ

る人気ぶりだ。

増産に向け急速冷凍機を導入
　

　順調に売り上げを伸ばす特製ひろ

ずだが、課題もある。それは秋から

冬にニーズが集中し、生産が間に合

わなくなることだ。温かな煮物はや

はり冬にこそ食べたくなる料理であ

る。メインの販路となっている物産

展の開催が秋から冬、とりわけ 1 〜

3 月に集中している点もその傾向に

拍車をかけている。

　この課題を解消するため金沢豆冨

では今年 2 月にものづくり補助金を

利用して急速冷凍機を導入した。こ

れを活用して、仕事が忙しくない夏

場にひろずを作り置きしておくのが

狙いである。

　同社にとって従来からの主力である

スーパーでの豆腐販売は、価格競争が

激化している。県産大豆を筆頭に原

材料にこだわる商品づくりで差別化

を図る同社が、「スーパー向けで売り

上げを伸ばすのは難しい」（道越社長）

のが現状だ。

　そこで、成長のエンジンとなるの

が付加価値の高い商品が好まれる物

産展や通信販売などである。こうし

た販路に向け、道越社長は「まだま

だアイデアがある」と腕まくりし、

特製ひろずのほかにも豆乳を使った

スイーツなど新たな商品開発を視野

に入れる。老舗企業の今後の取り組

みに注目したい。

百貨店で開催される物産展での販売ブース。多い時には 1 週間で
1,000 個のひろずを販売する。

「その時代に合ったものを作
らないと生き残っていけな
い」と物産展向けの商品開発
に力を注ぐ道越克彦社長。

成功のエッセンス

■ 付加価値の高い商品が好まれる物産展で販売

■ 消費者ニーズをとらえて商品をアレンジ

■ 金沢独自の食文化をヒントに新商品を開発



（有）三共農園（加賀フルーツランド）
加賀市豊町イ 59-1  TEL. 0761-72-1800
　● 代 表 者 岸 省三
● 設 立 昭和 59 年 8 月
● 資 本 金 2,000 万円
● 従業員数 30 名（パート含む）
● 事業内容 加賀フルーツランド
 （果物狩り・バーベキュー・パークゴルフ）の運営
　http://www.furulan.com
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リピーターやギフト需要が増加
　

　三共農園が運営する「加賀フルーツ

ランド」は、約 10 ヘクタールの敷地で

イチゴやブドウ、リンゴ、ブルーベリー、

サクランボなどを栽培し、1 年を通して

果物狩りを楽しめる観光農園である。

　平成 20 年には活性化ファンドの助成

金を活用し、もぎたての果物を使って

ジュースやジャムといった加工品の開

発にもチャレンジ。今ではこれらが人

気商品に育っている。

　ジュースはブドウ 4 種類（デラウェア、

ブラックオリンピア、スチューベン、マ

スカットベリー A）とリンゴを、ジャム

はイチゴ、ブルーベリー、キウイ、イチ

ジク、リンゴをラインアップする。いず

れも果物が本来持つ味わいや甘みを大

切にし、香料や保存料などの食品添加

物を一切使用していない。

　販路の主力は加賀フルーツランドの

店内ショップで、このほか地元の旅館

やカジマート、ISICO が香林坊大和で運

営する「石川のこだわりショップ かが

やき屋本店」でも販売する。

　年間で各種類 900 〜 1,500 本を製造

し、発売当初は売れ残ることもあった

が、年を追うごとにリピーターが増え、

中元や歳暮、引き出物、ゴルフの景品

などギフト需要も伸びた結果、近年で

は 1 年ごとに作った分がちょうど売り

切れるほどになっている。

観光農園の PR 役と期待
　

　同社が加工品の製造に乗り出した理

由は大きく 2 つある。

　ひとつは農園内で余ってしまった果

物を有効活用するためだ。加賀フルー

ツランドでは年間を通じて果物を栽培

しているが、そのすべてが来園者の手

でもぎとられるわけではない。特に農

園の隅で実っている果物は食べ頃を迎

えてもそのまま放置されていることが

多く、収穫して安価で販売するか、廃

棄していた。しかし、味にはまったく

問題がない上、精魂込めて育てた果物

を捨てるのは忍びないという気持ちも

あり、旬のおいしさを、年間を通じて

味わってもらえる商品に加工できない

かと考えたのだ。

　「例えばブラックオリンピアのブドウ

狩りを楽しめるのは 8 月下旬から 1 カ

月ほどです。しかし、ジュースであれ

ば季節を問わずに提供できます。旬の

時期には生の果物、それ以外の時期は

果物が一番おいしい時期に収穫、加工

した商品を味わっていただきたい」（岸

英樹支配人）。

　もうひとつは加工品に加賀フルーツ

ランドの広告塔の役割を担ってほしい

という期待である。ジュースやジャム

といった加工品は生の果物に比べれば

賞味期限も長く、配送しやすい点がメ

リットだ。店頭で陳列されたり、家庭

で消費されたりする機会が増えれば、
写真上）自社農園の果物を使った加工品の開発
に取り組んだ岸英樹支配人（左）と小山一徹営
業主任。手にしているのは真っ赤に色づいた「秋
星」。

写真下）ジャムはキウイ、イチゴ、ブルーベリー
など全 5 種類。リンゴジャムには石川県産オ
リジナルリンゴ「秋星」を使っている。

三共農園
CASE 02

成功のエッセンス

■ 果物本来の味わいを生かし加工品に

■ 余剰の果物を惜しみなく活用

■ 知名度アップ、誘客促進にも貢献

活性化ファンド採択メニュー
・平成 20 年度　農商工連携事業（食品加工ビジネスモデル構築支援）

自社栽培の
完熟フルーツで作った
ジュースやジャムが
人気商品に



施設の認知度アップや集客にもつなが

ると期待した。

　直接的に効果を測ることは難しいが、

加工品を売り出す前に比べると、果物

狩りを楽しむ人の数は 1 万人ほど増え

て年間 10 万人となっており、ある程

度集客にも貢献していると言えそうだ。

生食用より遅めに収穫
　

　ジュースやジャムの試作や販促ツー

ルの制作、パッケージデザインの開発

をサポートしたのが活性化ファンドの

助成金だった。

　例えば、収穫時期の違いによって、

ジュースあるいはジャムに加工した

際、味にどのような変化が出るのかを

見極めることも試作のテーマのひとつ

である。石川県や富山県の食品加工企

業と連携し、いろいろと試した結果、

生で食べておいしい時期よりも少し遅

めの完熟した頃合いを見計らって収

穫、加工すると果物の甘さが一番際立

つという結論に達した。

　ブドウの場合、完熟したタイミング

でもぎとると粒がぽろぽろと落ちてし

まい手間はかかるが、とにかくおいし

いものを届けたいとの一心で、収穫作

業に当たっている。

　ちなみに同社が 500 ミリリットル

入りのジュース 1 本を作るために使っ

ているブドウは 1 キログラムにもな

る。完熟したブドウを搾っているので、

濃厚な味わいが特徴だ。

　小山一徹営業主任は「自社農園だか

ら、これだけぜいたくにブドウを使え

るんです。そのまま飲むのはもちろ

ん、炭酸水で割って飲んだり、ロック

でゆっくり氷を溶かしながら飲んだり

するのもおすすめです」と話す。

栽培技術の向上にも腐心
　

　果物本来の甘みや酸味を生かして

ジュースやジャムを作っているだけ

に、同社ではどうやっておいしい果物

を栽培するかという点にも心を砕いて

いる。具体的には毎年のように施肥や

灌水の量とタイミング、剪定方法など

に工夫を重ねており、味や面積当たり

の収穫量の向上につなげている。

　また、商品の高付加価値化も今後の

課題と言える。具体的な開発はこれか

らだが、例えば、小山主任は「ブドウ

ジュースの場合、渋みが多いので、搾

りたてよりも一カ月くらい後の方がま

ろやかな味になっておいしいんです。

ワインのように熟成の度合いによって

何パターンかの味を楽しめるようにし

ても面白いと考えています」と話す。

　最近では土日・祝日限定でフルーツ

バイキングを企画し、行列ができるほ

どの人気を集めている加賀フルーツラ

ンド。もぎたてをその場で味わっても

らうことはもちろん、いかに年間を通

じておいしい果物を楽しんでもらうか

をテーマにこれからも挑戦が続く。

オリジナルジュース
加賀フルーツランドで栽培したブドウやリンゴで作った果汁 100％のジュー
ス（1 本 500 ミリリットル入り 1,000 円）。完熟した果物を収穫して搾って
いるので、ブドウやリンゴが本来持つおいしさがぎゅっと濃縮されている。
味が濃厚なので氷や炭酸水で少し薄めて飲むのもおすすめ。加賀市内の温泉
旅館ではお酒の飲めない人向けにワイングラスで提供することもある。
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古代の製塩法をヒントに
　

　「流下式塩田製塩法」と呼ばれる独

自の方法で海水から塩を製造する新海

塩産業。同社ではオーソドックスなも

のに加え、桜色や緑色、黄色、黒色と

いったカラフルな海水塩の開発に力を

注いでいる。

　先駆けとなったのは、自家製の梅干

しの漬け汁に漬け込んだ後、天日干し

で乾燥させた「桜塩」である。その名

の通り桜の花の色を連想させる色合い

で、わずかに酸味があるのが特徴だ。

毎年春には山菜の天ぷらに添える塩と

して人気を得ている。

　桜塩の評判が良かったことから、さ

らにバリエーションを増やそうと開発

したのが「藻塩」である。これは珠洲

近海で採れるホンダワラという海藻の

エキスに海水塩を 3 カ月ほど漬け込ん

で天日干しした商品だ。薄い茶色でほ

んのりと海藻の旨みが感じられる。

　「古墳時代の瀬戸内地方では、海で

採った海藻を天日で干し、海藻に付着

した塩分を海水で洗って塩分濃度の

高い “ かん水 ” を作り、これを土器で

煮詰めて塩を作っていたそうです。こ

の方法をヒントに開発したのが藻塩で

す」（紅谷光昭社長）。

　藻塩の開発は平成 20 年度の活性化

ファンドに採択され、試作開発はもち

ろん、藻塩の商品化に合わせ、商品に

よってばらばらだったパッケージを統

一感のあるデザインにリニューアルす

るため、助成金が大きな後押しとなっ

た。

　発売以降、着実にファンを増やして

いるほか、最近ではインターネットの

ニュースサイトで、藻塩を使えばだし

や化学調味料を入れなくても、こくの

深い料理ができると紹介され、人気に

拍車を掛けている。

珠洲の海水塩
「sale（サーレ） 」

写真手前は sale ブランドの試作
品。よしずに海水を噴霧しながら
少しずつ水分を蒸発させ、塩分濃
度を高めた “ かん水 ” を作り、こ
れを釜で煮詰める「流下式塩田製
塩法」で作った海水塩を能登産食
材などで色付けした。写真奥は以
前開発した藻塩や桜塩､ 竹炭塩で、
sale ブランドで発売時にはパッ
ケージが一新される。

海水から作る珠洲の塩
海藻や能登野菜で12種に新海塩産業

CASE 03

（有）新海塩産業
珠洲市長橋町 15-18-11  TEL. 0768-87-8140
　● 代 表 者 紅谷 光昭
● 設 立 平成 14 年 10 月
● 資 本 金 300 万円
● 従業員数 9 名（パート含む）
● 事業内容 海水塩の製造販売
　http://suzutennen-shio.jp

活性化ファンド採択メニュー
・平成 20 年度　産業化資源活用事業（商品開発・事業化支援）
・平成 28 年度　産業化資源活用事業（商品開発・事業化支援）
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イメージ覆す黒い塩
　

　彩りを楽しめる海水塩の開発はその

後も続き、同社では桜塩、藻塩に加え、

平成 27 年度までに「竹炭塩」「中島

菜塩」を商品化している。

　竹炭塩は青竹に海水塩を詰め込み、

炭焼き職人が窯で三日三晩焼き上げた

ものだ。塩のイメージを覆す黒い色味

はインパクト十分。焼き塩ならでは

の苦みのないまろやかな味わいも特徴

だ。塩の詰め込み方や火加減の工夫に

よって、黒い塩を塊のまま販売するこ

とも可能で、金沢市内のホテルなどで

はステーキにおろし金で削って振りか

けるパフォーマンスが好評だという。

　今年 5 月に富山県で全国植樹祭が開

催された際、魚津市内のホテルで提供

された食事にも竹炭塩が添えられた。

　一方、中島菜塩は能登野菜のひとつ、

中島菜のパウダーを海水塩に混ぜた商

品だ。薄緑色でバジルの代わりにイタ

リア料理に用いる購入者もいる。

　こうしたカラフルな海水塩は現在、

同社の売り上げの 20 〜 30％を占め

るまでになっており、企業の成長に大

きく貢献している。色付きの海水塩を

きっかけに、ベーシックな商品を買い

求める消費者や料理人も多く、同社の

PR にも役立っている。

　また、藻塩や竹炭塩はニューヨーク

の日本料理店などからも引き合いがあ

り、他の商品と合わせ、輸出比率は約

10％にまで高まっている。

さらに多色展開へ
　

　同社ではオリジナリティーにさらに

磨きをかけようと、平成 28 年度には

再び活性化ファンドの採択を受け、新

商品の開発に挑戦した。

　当初、開発テーマに掲げたのはオリ

ンピックマークに使われている 5 色

（青・黄・黒・緑・赤）のうち、同社

が商品化していない青色と黄色の海水

塩 の 開 発 だ っ

た。東京オリン

ピック開催時に

外国人観光客な

ど に 土 産 品 と

して、5 色の海

水塩をセット販

売するのが狙い

だ。また、「黄・

黒・緑・赤は食

材で表現できる

ので、青い塩を開発すれば、オリンピッ

クを記念したメニューを開発する際、

料理人が使ってくれるのでは」（紅谷

社長）という期待もあった。

　ただし、開発を進めるうち、オリン

ピックを連想させる商品をスポンサー

でない企業が製造販売することは知的

財産権に抵触することが分かったた

め、5 色にとらわれず、さらに多色展

開を目指す方針に変更した。

新ブランドは「sale   （サーレ）」

　開発の結果、商品ラインアップは

12 種にまで広がった。新たに加わっ

たのはカボチャとウコンを使った黄

色、ホウレンソウを使った濃緑、酢に

漬けると赤くなるダイコン「能登むす

め」を使った薄紫色、シソを使った赤

色、中南米やアフリカの湖に自生する

淡水藻スピルリナを使った青色の 5 種

である。

　「青だけはどうしても見つからず、

スピルリナを用いましたが、これを除

けば、着色に用いたのはすべて能登産

の素材です」（紅谷社長）。

　これら以前に開発した桜色、茶色、

黒色、薄緑色、そして従来からある白

色の塩 3 種を合わせて 12 種というわ

けだ。

　12 種の海水塩は来年 1 月、イタリ

ア語で塩を意味する「sale」のブラン

ド名で、パッケージも一新して発売を

予定する。紅谷社長は「これまでと違

う洋風のイメージで打ち出し、イタリ

ア料理店などでも扱ってもらえるよう

にしたい」とその狙いを話す。

　発売を控え、活性化ファンドの助成

金を活用して、スマートフォンからで

もホームページを閲覧したり、商品を

購入したりできるように改良。さらに

来年度は展示会などに出展し、販路拡

大に力を入れていく考えだ。

写真上）“ かん水 ”
を煮詰める釜。昨
年 12 月には釜の
廃熱を利用して海
水を 40 〜 50℃ま
で温め、水分を蒸
発しやすくする設
備を新設した。

写真左）新海塩産
業独自の流下式塩
田。よしずに天井
から海水を噴霧し、
水分を蒸発させて
塩分濃度を高めて
いる。年間を通じ
て生産可能だ。

昨年 12 月に亡く
なった創業者、小
谷内祥治さんの遺
志を受け継いで珠
洲の海水塩の普及
に力を注ぐ紅谷光
昭社長。

成功のエッセンス

■ 海水塩に色付けして付加価値をアップ

■ 可能な限り能登産素材にこだわって加工

■ ラインアップを拡充して訴求力を向上



異素材つなぐ “ねじ切り加工”に磨き
伝統工芸×工業製品で新商品続々

総売上の 30 〜 40％にまで成長
　

　たにてる工芸では、山中漆器の木地

制作で培ってきた「ろくろ挽き」の技

術と精度の高いねじ切り加工の技術を

生かし、樹脂や金属、ガラスといった

工業製品と組み合わせて使う木工品を

開発した。

　現在までに市販されている製品は 4

種類で、最初に開発したのが「トイ・

グリップ」という木製の持ち手だ。内

側にはねじ切り加工を施してあり、

ペットボトルの口にねじ込んで固定で

きるようになっている。鈴や豆などを

ペットボトルに入れ

ると、幼児が遊ぶガ

ラガラになるという

アイデア商品だ。素

材にはブナやケヤキ

を使用し、塗装には

天然のエゴマ油だけ

を使っているので、

幼児がなめても安全だ。

　その後、魔法瓶メーカーの SUS 

gallery（新潟県燕市）と連携したステ

ンレスボトル用のコップ、コーヒー機

器メーカーのカリタ（横浜市）と協力

して開発したコーヒーミル用のボディ、

食材などを保存するためのガラス瓶用

のキャップなどを製造している。

　木工品と工業製品を組み合わせたこ

れらの商品は「M
モ ク ネ ジ

okuNeji」ブランド

で展開し、日本橋三越本店や東武百貨

店池袋店、伊勢丹新宿店など全国約

80 店舗に加え、オンラインショップ

35 店舗にも販路が広がっている。

　販売数は年を追うごとに増え、昨年

の出荷数はトイ・グリップが1,000 個、

ステンレスボトル用コップが 2,000

個、コーヒーミル用ボディが 500 個、

ガラス瓶用キャップが1,000 個となっ

た。同社の売り上げの 30 〜 40％を

MokuNeji 関連アイテムが占めるまで

になり、経営を支える大きな柱に育っ

ている。

寸法精度、木の伸縮がハードルに
　

　たにてる工芸が MokuNeji ブラン

ドの商品開発を手がけたきっかけは平

成 23 年にコンピュータ制御の切削機

を導入したことだった。常々、「ライ

フスタイルが変化し、伝統的な漆器が

売れないので、何か他社の作っていな

いような新商品を開発したい」と考え

ていたという谷口照知代表。息子の龍

人さんと天平さんが北陸先端科学技術

大学院大学に通って、新型切削機の性

能をフルに生かすため、CAD/CAM を

使った設計や制御プログラムの作成に

ついて研究を重ねた。試しに木工品に

ねじ溝を切って展示会に出品したとこ

ろ、東京で活躍するデザイナー・古庄

良匡さんの目に留まり、共同での商品

開発がスタート。デザインや試作開発

には活性化ファンドの助成金を活用し

た。

　「こんなものが本当に売れるのか」

と半信半疑だった谷口代表だが、第一

弾のトイ・グリップも、続けて発売し

たステンレスボトルも展示会で紹介す

るとすぐに注文が舞い込む人気ぶり

だった。

　とはいえ、すべてが順風満帆という

わけではなかった。例えば、ステンレ

スボトル用のコップの場合、当初はボ

写真上）手作業と機械加工の技術
を組み合わせて作ったねじ溝

写真下）トイ・グリップとステン
レスボトル。どの商品も手触りや
口当たりが優しく、木目が温かみ
を感じさせる仕上がりだ。

伝統的なろくろ挽きの技
術とコンピュータ制御の
切削機などを組み合わせ
て新商品開発にチャレン
ジする谷口さん親子（左
から龍人さん、照知代表、
天平さん）。

たにてる工芸
CASE 04

成功のエッセンス

■ 木工品と工業製品を組み合わせた新規性

■ 木の質感を生かした感性に響く商品開発

■ 伝統技術と最新機器を駆使して品質向上

活性化ファンド採択メニュー
・平成 23 年度　産業化資源活用事業（商品開発・事業化支援）
・平成 25 年度　産業化資源活用事業（海外展開支援）
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トルにうまくはまらず、返品が何百本

にも上った。原因はコップを製造する

石川と組み付けて販売する東京の湿度

の違いだった。それによって木がわず

かに伸縮してしまったのだ。

　たにてる工芸ではろくろで粗加工を

施した後、コンピュータ制御の切削機

で加工し、最後に再び手作業で仕上げ

るという方法で、0.1 ミリ単位の寸法

精度を実現するが、加工後に木が伸縮

してしまっては台無しだ。そこで、同

社では材料の木目部分にあって水分を

通す役割を担っている導管をウレタン

樹脂でふさぎ、木の伸縮を防ぐことに

成功した。ウレタン樹脂による塗装は

特別新しい方法ではないが、真空状態

で全体にまんべんなく含浸するように

して、その効果をアップさせたのだ。

今までにない商品を作りたい
　

　たにてる工芸のねじ切り加工の技術

は年々進化している。好例と言えるの

が、コーヒーミルのボディで、これに

は「三条ねじ」という形状が用いられ

ている。通常のねじはぐるぐると何回

も回さなければ開け閉めできなかった

が、三条ねじは一回転する間に移動す

る距離が長いため、素早く開閉できる

ようになっている。

　谷口代表は「息子たちが研究してノ

ウハウを積み重ねてきた賜物です。何

日もパソコンと向き合って図面を引い

て、試作して、うまくいかなかったら

やり直して。そんなことを何度も繰り

返すことで技術を磨き上げてきました

から、仮に同じ切削機を導入したとし

ても決してまねできないと思います」

MokuNeji ブランドの
コーヒーミルとガラス瓶
ろくろ挽きの技術で持ちやすさと安定
性、プロポーションの美しさを実現し
たコーヒーミル。本体中央部分は三条
ねじ構造となっており、ワンタッチで
開閉できる。機械部分はコーヒー機器
メーカー・カリタが製造する。ガラス
瓶はコーヒー豆やパスタ、菓子などを
保存しておくのにぴったりだ。

たにてる工芸
加賀市山中温泉滝町ホ 199-1
TEL. 0761-78-5880
　● 代  表  者 谷口 照知
● 創　　業 昭和 48 年
● 従業員数 3 名
● 事業内容 山中漆器の木地制作、
   木工製品の制作
　http://taniteru.com

と胸を張る。

　国内だけでなく海外にも販路を広

げようと平成 25 年度には再び活性化

ファンドの採択を受け、販促活動に取

り組み、日本製の商品に特化したマ

レーシアの店舗やシンガポールのオン

ラインショップでも取り扱いが始ま

り、少しずつだが販売実績も積み上

がっている。今後はフランスなどヨー

ロッパでの販路開拓も視野に入れてい

る。

　今年はノベルティグッズを作ってほ

しいという企業のニーズに応えるた

め、ロゴマークやキャラクター等を

彫刻できるレーザー加工機を導入し

た。谷口代表は今後、MokuNeji ブラ

ンドの商品ラインアップをさらに拡充

させるほか、ろくろ挽きの技術とコン

ピュータ制御の切削機やレーザー加工

機を組み合わせて、「こんな商品は今

までになかったと消費者を驚かせるよ

うなものを開発していきたい」と意欲

を見せている。
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社製品の性能に太鼓判を押している。

切れた糸がヒントに
　

　機能性とファッション性を備えたこ

れら自社ブランドは、ともに「失敗」

が開発の出発点となっている点も興味

深い。例えば、FF マフラーは、切れ

た糸がヒントになった。「ウレタン素

材を使った商品を製造していた際、何

度も途中で切れてしまいました。通常

ならば、そのまま捨ててしまうところ

ですが、切れて縮んだ糸を触ると、肌

触りがよく温かい。これをマフラーに

できれば面白いと思ったんです」と飯

田社長。その感触の再現を目標に、社長年培った技術を活用
　

　プランドル飯田では、飯田道昭社

長の長男・飯田託朗製造部長を中心

に刺繍や編み立ての技術向上を追求

し続けており、その高い品質で顧客

の心をつかみ、阪神タイガース認証

のリストバンドや人気アーティスト

のコンサートグッズなど、さまざま

なニット製品の製造・販売を手がけ

ている。長年にわたって培ってきた

技術力を盛り込んだオリジナル商品

の開発・販売も進め、現在、「FF（ふ

わふわ）マフラー マフィン」シリー

ズと健康サポーター「ぽっぷん★るー

るー」という 2 つの自社ブランドを

展開している。

　FF マフラーは、太陽の光で発熱す

る糸を用い、同社独自の技術で空気

の層ができやすいように編んだマフ

ラーで、ふわふわと肌触りが良く、

薄手でも温かい優れものだ。しか

も、マフラーは表裏で違う色の糸を

使った筒状のリバーシブルになって

いる。伸び縮みしやすいのも特徴の

ひとつで、広げてはおってショール

にしたり、輪の中に体を通して背中

を覆うように整えてボレロ風にした

りと多彩なアレンジが可能で、これ 1

枚でいろいろなおしゃれが楽しめる

ファッションアイテムとして好評だ。

　一方、ぽっぷん★るーるーは、厚

手と薄手の部分を交互に編み込んで

いく同社の特許技術で作られている。

多くのサポーターが横方向にだけ伸

びるのに対し、ぽっぷん★るーるー

は縦方向にも大きく伸縮する点が一

番の特徴だ。患部を固定するために

締め付けが強過ぎたり、反対に弱く

てずれ落ちたりする従来のサポー

ターで見られた問題をクリアし、圧

迫感のない快適な着け心地を実現し

ている。カラフルなタイプもあり、

カジュアルに使える点も魅力だ。

　さらに、糸にはゲルマニウムを配

合し、サポーター自体の着圧作用と

合わせ、血行を良くしたり、筋肉の

こりや痛みを緩和したりする効果も

期待できる。「以前、ウォーキング大

会に参加して 40 キロ近く歩きまし

た。ひざが痛くならないか心配でし

たが、このサポーターを着けて就寝

したところ、翌朝も足取りは軽かっ

たですよ」。飯田社長はこう笑い、自

写真左）FF マフラー
は首都圏をはじめと
した全国の東急ハン
ズで販売され、注目
が高まっている。

写真右）伸縮自在な
サポーター。日常的
に使える健康グッズ
として開発された。

“ 失敗 ”から始まった商品開発
独自の編み方で機能性を高める

プランドル飯田
CASE 05

活性化ファンド採択メニュー
・平成 21 年度　産業化資源活用事業（商品開発・事業化支援）
・平成 25 年度　産業化資源活用事業（商品開発・事業化支援）
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内で編み方や素材の検討を重ね、14

年前に開発に成功した。

　ぽっぷん★るーるーは、約 10 年前

に取り組んだ有名スポーツ用品メー

カーのヘアバンドの製造が誕生につな

がった。商品にメーカーのロゴをあし

らうため、ライン状のデザインを織り

込む必要があったが、なかなか納得の

いく仕上がりにならず、社内にはテス

トサンプルが大量にあふれた。廃棄す

るのはしのびなく、飯田社長が使い道

を思案していたところ、付き合いのあ

る東京の卸売業者が縦にも伸びる柔軟

性に驚き、サポーターとしての活用を

提案したのが商品化のきっかけである。

　同社では販売を始めてからも商品の

ブラッシュアップに余念がなく、ぽっ

ぷん★るーるーはひざ・ひじ用に加え、

腰用を開発。FF マフラーもカラーを

増やしてラメ素材を採用するなどライ

ンアップの充実に力を入れており、今

年からはコットン 100％タイプ、赤ちゃ

んの抱っこや授乳時の目隠しにも使え

る大判タイプも新たに販売している。

ギフト・ショーに出展
　

　自信のある商品はできた−。それ

でも、下請けからの脱却を目指す多く

のメーカーが直面するように、同社に

とっても経験のない商品の販路開拓が

大きな課題となった。大手通販サイト

に出品したこともあるものの、マフ

ラーの感触にしても、サポーターの縦

横の伸縮性にしても、写真や文章だけ

ではなかなか伝わらず、思ったような

売り上げにはつながらなかったという。

　進まない自社ブランド事業を何とか

てこ入れしようと、同社が活用したの

が ISICO の活性化ファンドだ。平成

21 年度からぽっぷん★るーるー、平

成 25 年度から FF マフラーに関して

採択を受け、その助成金を生かし、東

京ビッグサイトで開かれる国内最大規

模の見本市「東京インターナショナル・

ギフト・ショー」など、県内外の展示

会に積極的に出展した。実際に触れて

もらえれば商品の魅力は伝わる。出展

を重ねるたびに販路は広がり、現在、

ぽっぷん★るーるーは平和堂（滋賀県）

が展開する全国のドラッグストアなど

に並んでいる。

フランス・パリでも好評
　

　特に、FF マフラーは、東急ハンズ

新宿店で同商品だけを集めた特設コー

ナーが設置されるなど、大きな効果が

現れており、活性化ファンドの採択前後

で売り上げは 4 倍以上に伸びている。

　販売先も国内だけにとどまらず、海

外にも広がりを見せる。平成 27 年に

台湾・台南のデパートで開か

れたイベントに参加したと

ころ、フランス・パリ在住の

日本人デザイナーとの交流

が生まれ、パリのセレクト

ショップで開く展示会に招

かれた。「パリは遠く、最初

は出展するか悩んだのです

が、ISICO のサポートも

あったので挑戦してみる

ことにしました。すると、

持っていったマフラーは

売り切れ、評判も上々で

した」と飯田社長。ファッ

ションの本場で得た手応

えは大きな自信になって

おり、同社では一層の海

外展開も視野に入れてい

る。

　ただ、自社ブランド事

業が同社の売り上げに占める割合はま

だ 1 割程度にとどまり、飯田社長は 5

割近くまで押し上げる青写真を描いて

いる。国内、海外ともに販売戦略はま

だ緒に就いたばかり。活性化ファンド

の活用で歯車が回り始めたこれからが

本番と言えそうだ。

FF マフラー マフィン
軽くてぽかぽか温かく、さまざまな
着こなしもできるマフラー（3000
円〜／税別）。カラーバリエーショ
ンは 21 種類と豊富で、ラメ入りの
ものもある。オーガニック製品に対
する関心が高いヨーロッパへの海外
展開も見据え、平成 29 年からはコッ
トン 100％のタイプ（3500 円／税
別）も販売している。

「薄手の FF マフ
ラーならばシンガ
ポールなどでも需
要が見込めます」
と、さらなる海外
展開を見据える飯
田道昭社長。

成功のエッセンス

■ 「失敗」をそのままで終わらせない

■ 商品化後も改善やラインアップの充実に注力

■ 海外進出などにも積極的にチャレンジ

（有）プランドル飯田
津幡町太田ほ 314-2  TEL.076-289-2498
　● 代 表 者 飯田 道昭
● 創　　業 昭和 53 年 12 月
● 資 本 金 300 万円
● 従業員数 10 名
● 事業内容 刺繍・繊維製品の製造・販売
　http://www.prendreiida.com
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デザイン企画力で九谷焼再生
伝統工芸品を身近な存在に

本物志向のユーザーに好評
　

　マリブデザインファクトリーが７年

前から企画・販売する伝統工芸ブラン

ド「彩華− SAIGA −」が、本物志向の

ユーザーを中心に人気を集めている。

商品分野はスポーツやファッションな

どで、開発や販路開拓には活性化ファ

ンドの助成金を活用した。

　主力商品はボールマーカーである。

これは、ゴルフの際にボールのあった

場所を示す目印として使うものだ。直

径 26.5 ミリの円形の生地に、8 人の

九谷焼作家が一つずつ丁寧に絵付けを

施して焼き上げている。九谷五彩を用

いて花鳥風月を描いた伝統的な絵柄の

みならず、クローバーやライオンなど

を題材に現代的な意匠を凝らした絵柄

など、230 種類がラインアップされて

いる。このほか加賀蒔絵の作家が制作

した 6 種類もある。

　平成 22 年から首都圏を中心とした

百貨店などで販売したところ、初年

度は約 700 個を売り上げた。贈答品

としての人気が高く、女子プロゴル

ファーにも愛用者がいる。2 年目以降

も順調に売れ続けている。

ネット販売が売り上げの 50％
　

　そもそも、藤田愛
まな

二
ぶ

代表が「彩華」

ブランドを立ち上げたのは、「デザイ

ンの力で地域に貢献したい」との想い

からだ。小松市は、石川を代表する伝

統工芸のひとつである九谷焼の産地だ

が、市場は縮小の一途をたどっている。

この現状を打開しようと、プロダクト

デザイナーとして商品の企画から開発

までを総合的にプロデュースし、販売

まで手掛けることにした。

　第一弾として開発したのがボール

マーカーで、発売から 3 年間は、店頭

販売に限定し、ネットでは売らなかっ

た。というのも、「彩華」は立体的な

盛絵が特徴で、パソコンの画面で見る

のと、実物を見るのとでは、印象がまっ

たく違うと判断したからだ。

　だが、売り場の陳列によっては、商

品が埋没してしまい、手に取ってもら

えないケースも散見されたことから、

4 年目からネット販売をスタートし

た。ネットショップの SEO 対策はも

ちろん、作家が手描きした絵柄がユー

ザーを惹き付ける魅力だと考え、SNS

を通して作家の特徴や陶歴、受賞歴を

紹介するなど、ユーザーとのつながり

を強める仕掛けを用意した。その結果、

ネット販売は現在、売り上げの 50％

を占めるまでになり、大手ゴルフメー

カーとのコラボレート商品の展開にも

つながっている。

　平成 27 年には、「マーカーを置いた

写真上）ボールマーカーとクリップのセット。こだわり抜いたものづ
くりが支持され、ギフトとしても人気がある

写真下）「鳳凰カップ」。飲み物を入れる器でありながら、インテリア
として飾った時の美しさも兼ね備えている。

「日本人のものづくりに対するこだわりを忘れ
ず、これからもクオリティーを追求していきた
い」と語る藤田愛二代表。

マリブデザインファクトリー
CASE 06

成功のエッセンス

■ 企画から販売まで総合プロデュース

■ 伝統工芸の魅力を最大限に生かす

■ 作家を売り出してブランド力を高める

活性化ファンド採択メニュー
・平成 22 年度　産業化資源活用事業（小規模事業者支援）
・平成 27 年度　産業化資源活用事業（商品魅力向上支援）
・平成 28 年度　産業化資源活用事業（小規模事業者支援）
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時の厚みが気になる」というユーザー

の声を受け、改良にも取り組み、従来

の 4.4 ミリから 3.35 ミリに変更した。

ところが、1 ミリほど薄くしただけで

高級感が損なわれたため、マーカーの

厚みは従来通りとし、薄い素材はその

後、軽さが求められるハットピンやピ

ンブローチといったアクセサリー用の

素材として活用している。さらに、帯

留めやかんざしなどにも横展開してお

り、伸びしろのあるファッション分野

会に参加することで、馴染みのバイ

ヤーも増え、ネットワークが広がって

いく。今後は、中国や韓国、タイ、マ

レーシアなど、アジア諸国の展示会に

も積極的に参加していく予定だ。

ステーショナリー分野に注力
　

　平成 28 年には再び活性化ファンド

の助成金を活用して、埋もれた伝統

工芸をリデザインし、現代社会に適

した商品を提案する新たなブランド

「re:nivaa（レニバ）」を立ち上げた。

　主にステーショナリー商品を扱って

おり、かつてタンスの取っ手として使

われていた陶磁器パーツを富士山のよ

うに彩色したペンスタンド、加賀獅子

に日本刀に見立てたレターオープナーを

くわえさせたものなどを商品化した。

　また、フランスで開催された「Japan 

Expo 2017」で初めてお披露目した「獅

子カップ」と「鳳凰カップ」は、現地

でデザイン性の高さが評価された。こ

のカップは「九谷焼の洋食器」をコン

セプトにしており、取っ手は獅子の尾

と鳳凰の羽をモチーフにしている。彩

色は青粒技法の第一人者の仲田錦玉さ

んが担当し、シックな趣に仕上げてい

る。きん斗雲を模したソーサーと合わ

せ、今後、ミシュランに掲載された東

京・新宿のレストランへの提供を予定

している。

　藤田代表は「これまでの『彩華』を

充実させるとともに、新たに立ち上げ

た『re:nivaa』を軌道に乗せ、両ブラ

ンドで年商 1,000 万円を確保したいと

考えています。ただ、利益だけを追い

求めるのではなく、本当に価値のある

ものを送り出したいという気持ちは強

いですね」と話し、今後も真摯にもの

づくりに取り組む考えだ。

の商品開発にも注力している。

継続して海外の展示会に参加
　

　一定の評価を受けるようになったゴ

ルフマーカーだが、ゴルフ人口の減少

により、国内市場の縮小は避けられな

い。そのため、同社では 5 年前から海

外展開の道を模索している。ただ、世

界でゴルフが盛んな国は少なく、ゴル

フ人口は、アメリカ、日本、カナダ、

イギリスの 4 カ国で約 70％を占める。

そこで、ゴルフ場の数が多いアメリカ、

イギリス、フランスといった欧米など

の展示会に参加し、販促活動に取り組

んだ。

　「伝統工芸品への関心が薄いアメリ

カでは手応えがありませんでした。一

方、フランスは芸術の国だけあって、

デザイン性を評価してもらえましたの

で、これから需要が伸びる可能性があ

ります。そして、最も感触が良かった

のはイギリスです。九谷焼自体に興味

を持ってもらい、同国最大の日本文化

総合博覧会『HYPER JAPAN』でも評

判となり、商品の売れ行きも上々でし

た」（藤田代表）。

　同社が海外展開を進める上で重視し

ているのが継続性だ。毎年、同じ展示

「彩華 － SAIGA －」
ボールマーカー
ステンレス製クリップとのセットで8,640
円〜。さび防止のために硬質クローム
メッキを施している。レザー製クリップ
とのセットは12,960 円〜。ボールマー
カーの裏側には高品質のネオジム磁石が
埋め込まれており、帽子のつばなどに装
着したクリップにくっつけて持ち運べる
ようになっている。

（株）マリブデザインファクトリー
小松市木場町イ -150-2
TEL.0761-43-8261
　● 代  表  者 藤田愛二
● 創　　業 平成 12 年 5 月
● 資  本  金 300 万円
● 従業員数 1 名
● 事業内容 商品の企画・開発、
 プロダクトデザイン、
 制作など
　http://www.mdf-jp.com



目指すは漆の “当たり前化 ”
今の暮らしに合わせて使いやすく

輪島キリモト
CASE 07

活性化ファンド採択メニュー
・平成 23 年度　産業化資源活用事業（商品開発・事業化支援）
・平成 25 年度　産業化資源活用事業（商品開発・事業化支援）
・平成 27 年度　産業化資源活用事業（商品魅力向上支援）
・平成 28 年度　産業化資源活用事業（商品開発・事業化支援）

外資系ホテルなどに採用実績
　

　美しく堅牢で、実用品として評価を

高めてきた歴史を持つ輪島塗。バブル

期は高級品、美術品として売り上げを

伸ばしてきたが、時代は変わり、現在

はかつての勢いを失っている。そんな

中、「高級美術品路線は一時のブーム

に過ぎない。この先も長く作り続けて

いくためには、伝統的な技術や材料、

職人を生かしなが

ら、今の暮らしにとけ込むような新

たな取り組みが必要」（桐本泰一代表）

とチャレンジを続けているのが輪島キ

リモトだ。

　取り組みの一つが平成 23 年から本

格化させた建築内装材への展開であ

る。きっかけはヒルトン東京に漆塗り

のカウンターを納めたことだった。そ

の後、桐本代表は活性化ファンドの助

成金を活用し、布や和紙を貼って表情

に変化を持たせたものなど、A4 サイ

ズ、20 数種類の板状サンプルやカタ

ログを制作。これらを持参して売り込

んだところ、外資系ホテルとの取引

が多い設計事務所との商談につなが

り、これまでにザ・リッツ・カー

ルトンの東京／京都などのカ

ウンターや壁面、扉などに

採用された実績を持つ。

　漆には木材の防腐や防

水、防虫効果があり、輪

島では柱や廊下、階段な

どに拭き漆が施されてい

る家が多い。加えて、大

学でプロダクトデザイン

を学んだ後に入社したコク

ヨで高層ビルの内装を任され

た桐本代表が、白やグレーのパネ

ルを張り巡らされた空間を見て、「漆

を使えばもっと温かな雰囲気になるの

に」と感じたことが、建築内装材へと

展開する原点となった。

　今では漆の家具、建築内装材が同社

の売り上げの 20％以上を占めるまで

になり、事業の柱として成長している。

輪島キリモト
輪島市杉平町成坪 32
TEL. 0768-22-0842
　● 代  表  者 桐本 泰一
● 創　　業 昭和 4 年
● 従業員数 17 名
● 事業内容
漆器木地製造・販売、木製品・漆の器
家具・建築内装材の企画・製造販売
　http://www.kirimoto.net

千すじシリーズ
天然木に麻布を貼り、地の粉と漆を特殊なはけ
で塗り込んで仕上げた千すじ高麗大皿（手前／
本体価格：38,000 円）と千すじ小椀（奥／本
体価格 11,000 円）。表面硬度が高く、金属のス
プーンなどを使っても傷が付きにくい。「ねず」

「ベンガラ」の 2 色があり、どちらも最初は黒っ
ぽい色だが、使い込むと前者はオリーブグリー
ンのような色に、後者は明るい褐色に変化する。
それぞれ約 50 アイテムを展開する。
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「漆の “ 当たり前化 ” を目指し、伝統の材料と技術を応用し
て今の暮らしにマッチしたものを作りたい」と話す桐本泰
一代表。

現在は新たに 30 × 30 センチ、20 ×

60 センチの漆パネルを商品化。石板

等に代わる素材として漆の可能性を広

げようと PR に努めている。

従来技法よりも表面を硬く
　

　主力となる器の分野でも「傷が付き

やすくて扱いにくい」といったネガ

ティブなイメージを覆すような、今の

生活スタイルの中でも使いやすい漆器

の開発に取り組んでいる。

　平成 25 年に活性化ファンドの採択

を受けて独自に開発した「千すじ」シ

リーズはその好例だ。これは天然木に

漆と米のりを混ぜたものをしみ込ませ

た布を貼り付け、下地塗りを施した後、

輪島産の「地の粉」（焼成した珪藻土

の粉末）と漆を特殊なはけで塗り込み、

さらに何度も漆を塗り重ねて仕上げた

器である。地の粉は輪島塗に欠かせな

い材料で、従来の技法よりも表面に近

い部分で使うことによって表面を硬く

することに成功した。金属製のスプー

ンやナイフ、フォークを使っても傷が

付きにくく、毎日の暮らしの中で気兼

ねなく使える。

　また、表面の細かな筋模様が美しく、

落ちついた色合いが料理を引き立て

る。使い込んでいくと少しずつ色が明

るくはっきりと変化するのも楽しみだ。

　普段漆器をあまり購入しない 20 代

後半から 40 代の消費者から好評で、

売り上げは右肩上がりに伸びている。

製造できる職人が一人しかいないた

め、生産が追いつかないこともあるほ

どだったが、今年 7 月からは初の女性

職人を塗り部門で採用すると同時に、

下地塗りの一部を市内の職人に依頼

し、増産に対応している。

　さらに、平成 27 年には千すじや麻

布の質感を生かした洋食用プレート

（平皿）を開発した。落ち着いたモノ

トーンの色使いで、そのまま料理を盛

り付けて使用するほか、ランチョン

マットとして器をのせて使うこともで

きる。もちろん、金属製のカトラリー

で食事しても傷付きにくい。こちらは

食材や器にこだわるフレンチやイタリ

アンのレストランでのニーズを見込ん

でいる。

　桐本代表は「普段買い物したり、建

築材料を選んだりする際にごく自然に

選択肢に上って、日常生活の中で使っ

てもらえるような漆の “ 当たり前化 ”

を目指したい」と話す。

フランスでも可能性を模索
　

　ところで、輪島キリモトの開発した

洋食用プレートは「日本国内のみなら

ず海外の生活様式にも使うことができ

る日本の技術が詰まった逸品」と評さ

れ、日本の優れた商品・サービスを

認定し、国内外に発信するプログラ

ム「OMOTENASHI Selection 2017」

（OMOTENASHI NIPPON 実行委員会）

に選ばれた。

　輪島キリモトは国内だけでなく、海

外展開を視野に入れ、平成 28 年から

活性化ファンドの後押しを受け、日本

文化に対する関心が高いフランスで協

働による商品開発や販路開拓にチャレ

ンジしている。

　手始めとして今年 3 月

にはパリのルーブル宮殿

で開かれた食のイベント

『JAPAN PRESENTATION 

in PARIS』でゲストが使

用する食器の製造に取り

組んだ。このイベントは

花見をテーマとし、日本

を代表するフラワーアー

ティストや和食料理人が

会場の演出や料理を手がけた。輪島キ

リモトがこの日のために特別に作り上

げた器はアスナロで作った 7 枚のトレ

イだ。料理を盛り付けて 1 枚ずつ提

供され、食事を楽しんだ後は重ねて桐

箱に収め、重箱としてゲストにプレゼ

ントするという趣向に会場からは感嘆

の声が上がった。今後も引き続き、海

外展開の可能性を探るほか、プロモー

ション動画を作成し、国内外での広報

活動に役立てる計画だ。

成功のエッセンス

■ 漆、輪島地の粉、布、和紙などの特性生かし、建築内装材として用途拡大

■ サンプルやカタログを制作して訴求力アップ

■ 伝統の技と素材を応用し、現代のライフスタイルに合わせた器を開発

写真左）輪島キリモトが手がけた
ザ・リッツ・カールトン東京の寿
司カウンター

写真右）料理をおいしそうに際立
たせる洋食用プレート。もちろん
ナイフやフォークで傷付きにくい
仕上げになっている



「vivo（ヴィーヴォ）」は音楽で使
われる速度記号の一つ。“ 活発に ”
という意味があり、タイトルには、
活性化ファンドを利用した県内企
業の取り組みがより活発になって
ほしいとの思いを込めています。

表紙写真●新海塩産業で作られた海水塩の結晶。海水から塩を製造す
る際、火加減や気候、海水成分などで一定の条件がそろうと結晶の大
きな塩ができる。写真の結晶は 1 辺が約 2 センチ。通常は煮詰めるこ
とで結晶が細かくなり、同社ではこれに天然素材で色付けした商品の
開発に注力している。詳しくは 6 〜 7 ページをご覧ください。
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02

03

04

05

06

07

「売り上げが伸びて、業績アップにつながった！」
「企業の成長を支える主力商品に育った！」
「新分野に挑戦し、事業の新たな柱ができた！」
活性化ファンドの支援を受けた
県内中小企業の取り組みの中から、
モデル事例をピックアップ！

●  活性化ファンドに関するお問い合わせ

（株）金沢豆冨［ 金沢市 ］

四季折々の加賀野菜・能登野菜を活用した
「ひろず」の開発と販路拡大

（有）三共農園［ 加賀市 ］

自家栽培フルーツを使った独自ブランド商
品（ジュース・ジャム）の開発と販路開拓

（有）新海塩産業［ 珠洲市 ］

能登産素材を活用した彩り豊かな海水塩の
商品開発と全国販売展開事業

たにてる工芸［ 加賀市 ］

ろくろ技術を生かした木工品「MokuNeji」
の開発と海外展開

（有）プランドル飯田［ 津幡町 ］

自社ブランド商品（サポーター・新感覚マ
フラー）の開発と販路開拓

（株）マリブデザインファクトリー［ 小松市 ］

九谷焼ゴルフマーカーやステーショナリー
の開発と販路開拓

輪島キリモト［ 輪島市 ］

建築資材、若者をターゲットにした器、洋
食に特化した器の開発と販路開拓

（公財）石川県産業創出支援機構［ ISICO ］  

〒 920-8203　石川県金沢市鞍月 2 丁目 20 番地
石川県地場産業振興センター新館
TEL. 076-267-1001  FAX. 076-268-4911

www.isico.or.jp


