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ISICOからのお知らせ

イシコ・トピックス

県内 IT 企業が開発した 3 次元地理情報
システムの CG 画面
（産業振興ゾーン周辺）

県内コンテンツ企業が制作した
仮想 3D 空間ゲームの一場面

ISICOは11月24〜25日、石川県地場産業振
興センター本館で「BUSINESS MEETING
in ISHIKAWA JAPAN」を開催した。これは、
「ITとコンテンツの融合」による新しいビジネ
スモデルの創出を目的に、IT企業やコンテンツ
企業が交流を図るイベントで、石川県内はもちろ
テ
プ
テ グ
グ
プサ
サン
ン
ん、ISICOが交流を続ける韓国の大邱や釜山、
そして東京や北九州の企業が参加した。また、
24日は、ITによって車を一層便利にするサービ
スやスマートフォン市場の最新動向に関する基

調講演が行われたほか、25日にはコンテンツ
セッションと銘打って、県内外で活躍するコンテ
ンツ企業のクリエイターらがパネルディスカッ
ションを行った。商談会参加企業が独自の技術
やコンテンツを来場者にプレゼンテーションす
る場も設けられた。2日間で40件の商談が交
わされたほか、会場には両日で延べ270人が来
場。名刺や情報の交換が盛んに行われ、今後の
ビジネス連携に期待が膨らんだ。

韓国や東京、北九州の企業も一堂に
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ビジネス連携を目指し、
IT＆コンテンツ企業が交流
BUSINESS MEETING in ISHIKAWA JAPAN

連携、集積を加速
国際的な成長にも期待

今 下の二つの狙いがある。一
回のイベント開催には、以

つは IT 企業の連携促進だ。多
くの県内 IT 企業は大手の下請
け業 務を主力としてきたが、大
企業の IT 投資が一段落し、近
年は受注の確保が難しくなってい
る。このため、独自の技術を磨き、
自社製品の開発に活路を見いだ
そうとする企業も多く、こうした
企業にアライアンスを促すことで、
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競争力を高めてもらうのだ。
また、ゲームや CG などを制作
するコンテンツ企業の集積促進も
狙いの一つだ。コンテンツ企業は
首都圏に集中しているが、情報通
信技術の進歩によって地方で制作
し、地方から発信するビジネスモ
デルが可能になった。現に石川
県内でもゲームの制作会社が設
立されたり、東京の CG 制作会社
が開発拠点を設けたりといった動
きが目立っており、さらに集積が
加速すれば、お互いの得意分野
を生かしながら協業できる環境が
整うことになる。
さらに、IT もコン
テンツも国際的な成
長の見込める分野だ
けに、業種の垣根を
超えた連携やグロー
バル展開にも期待が
かかる。
特にこの分野で先
進的な取り組みを見

県内企業は韓国や東京の企業と商談を交わし、アライアンスの可能性を
探った

せる韓国企業との連携は県内企
業にとって大きな力となるだろう。
今回の出展企業の中でもとりわ
け印象的だったのは大邱の EGIS
社だ。同社が開発するのは 3DCG
を駆使したリアリティの高い地理
情報システム
（GIS）
であり、これは
景観や防災のシミュレーション、観
光案内、ゲームの背景など、幅広
い用途に応用される新たなプラット
フォーム事業として有望視される。
こうした企業との連携は県内企業
の成長の原動力となるに違いない。
では、ここからは基調講演や
パネルディスカッションの内容を
ダイジェストで紹介しよう。

情報通信機能を組み込み
安全性や利便性を向上

ド ざまな情報をやりとりする

ライブしながら外部とさま

車の IT 化について講演したのは、
トヨタ自動車 e-TOYOTA 部テレ

快適なドライブをサポートする車載情報サービ
スについて解説したトヨタ自動車の松枝氏

マティクス事業室の松枝伸彰室長
だ。松枝室長は同社が提供する
「G-BOOK」について「専用の通信
機器や携帯電話、スマートフォン
を使って、ドライバーが運転しな
がら各種情報サービスを受けられ
る」
と説明。その事例として、近隣
の店舗情報や渋滞予測、渋滞回
避ルートといった情報を提供する
ほか、交通事故の際、エアバッグ
が作動すると自動的に救急車を呼
んでくれる機能などを紹介した。
また、
「これからの車には乗り物
としての価値だけでなく、情報通
信機器としての価値が求められる
ようになり、今後、自動車メーカー
はものづくり企業ではなく、安全・
安心で快適なカーライフを販売す
るサービス企業になる」
と展望した。

「iT革命」で生活に変化
技術主導の開発は厳禁

ス

マートフォン市 場 の 最 新
動向について講演した IT
ジャーナリストの林信行氏は、ス
マートフォンとソーシャルメディアの
組み合わせが人々のライフスタイ
ルを変化させることを、iPhone と
Twitter の頭文字を組み合わせ
て「iT 革命」
と表現。
「以前は一部
の人しか使えなかった技術を一般

の人も使えるように
なった」
と評価した。
また、スマートフォ
ンの活用例として、
メイクアップ（化粧）
のシミュレーション
ができるアプリなど
を紹介し、
「ファッ
ションや美容、
スポー
ツ、教育など、これ
まで IT 化されてい
なかった分野ほど、面白い活用法
が生まれている」と解説。一方で、
「技術ありきで商品を考えてはいけ
ない」と警鐘を鳴らし、
「まず、豊
かな暮らしを実現するために、ど
んな商品が理想的なのかを考える
ことが大切」とアドバイスした。
今回は県内のスマートフォンアプ
リ開発業者も数多く参加しており、
今後いかに社会的ニーズをとらえ、
成長していくかが期待される。

スマートフォン市場の動向を分析し、アプリ開発
のポイントを論評した IT ジャーナリストの林氏

自由に発想する好機到来
人材育成にも参画の意欲

ク

リエイターを目指 す学 生
が 多く来 場したコンテン
ツセッションでは、まず、テレビ
CM の CG 制作などを手がけるド
ロイズ（東京）の尾小山良哉代表
が講演。
「メディアやデバイスが多

東京や石川で活躍するクリエイターがパネル
ディスカッション。石川のビジネス環境や求め
る人材像などについて率直に意見を交わした

様化したため、以前に比べ、表
現の手法もフレキシブルになった」
と現状分析した上で「今こそ自由
に発想できるチャンスであり、手
法にとらわれずクリエイティブに
挑んでほしい」とメッセージした。
パネルディスカッションには、
尾小山代表に加え、CG アニメを
制作するアニマ（東京）
の笹原晋
也代表、自社ブランドでゲームソ
フトを開発するグランゼーラ（金
沢市）の九条一馬チーフクリエイ
ター、ミュージックビデオなどさま
ざまな分野に CG アニメを提供す
かみかぜどうが
る神風動画（東京）の水崎淳平代
表が参加した。
金沢市内にも開発拠点を構える
笹原代表は「ネットワーク技術が進
歩しているので地理的なハンデは
感じない」と話し、九条氏も「家賃
が安く、生活するにはストレスのな
い場所」
と金沢で仕事するメリット
を強調した。一方で、
「東京の学生
の方が専門知識や技術レベルは高
い」
（尾小山代表）
など、人材教育に
ついては遅れを指摘する声もあり、
水崎代表をはじめ 4 人は「現場に
即した人材教育を進めるために協
力していきたい」と声をそろえた。

韓日両国企業のグローバル展開に期待
コンテンツ産業は技術よりもアイデアが大切ですが、今回の参加企業には技術はもちろん、
創造性に優れた企業が多いと感じました。DIP から参加した企業は韓国やアジアで実績のあ
る有名企業であり、石川の企業と交流しながら事業を拡大することを目的としています。DIP
と ISICO の交流も 9 年目を迎え、今後は韓国企業が石川に進出したり、石川の企業が韓国
に支店を開設したりするなど、グローバルなビジネス展開が本格化することを願っています。
大邱デジタル産業振興院（DIP） チェ・ジョンギュ 院長
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技術提案型展示商談会

日立プラントテクノロジーと商談会

県内35社が技術提案

石川県とISICOは11月22日、日立プラントテクノロジー
（東京）
との「技術提案型展示商
談会」
を開催した。茨城県土浦市にある同社の社会・産業システム事業本部土浦事業
所で開かれた商談会には県内企業35社が参加し、独自の技術や工法、製品をアピール
した。当日は日立プラントテクノロジーと、同社に隣接する日立建機の技術者や資材
担当者ら233人が来場し、見積もりや図面の検討依頼など、421件の商談が行われ、
3件の取引が成立した。

受注型企業が初参加

当日は谷本正憲知事も駆けつけ、
同社執行役員を務める飯泉悟調達

県外大手メーカーとの展示商談

本部長をはじめ、
調達部門の幹部ら

会はトヨタ自動車、三菱重工業、日

と会場を視察。谷本知事は「小ロッ

産自動車、日立造船等に続いて8回

ト製品の製造や高精度の加工技術

目の開催となる。今回は部品や素

に対するニーズに石川県のものづく

終えた飯泉本部長は「原価低減や生

材の加工法などについて新技術を

り企業は十分に対応できる」とトッ

産性の向上にどのくらいメリットが

提案する14社に加え、機械加工や

プセールスを展開すると同時に、
「す

あるのかがパネル等で分かりやすく

溶接などを請け負う受注型企業21

ぐに成果が出なくても、商談会で生

表示されていて参考になった」と感

社が初めて参加した。

まれた縁を大切に粘り強く取り組ん

想を述べた。また、新たに協力企業

でほしい」
と参加企業を激励した。

を探す際には、
「実物を見られたり、

日立プラントテクノロジー社会・産
業システム事業本部では、発電プラ

インターネットだけでは得られない

商談の進展に期待

生きた情報を入手できる展示商談

業機械を取り扱っており、商談会の

日立プラントテクノロジーが外部

できそうだ」と手応えを語った。

会場となった土浦事業所は製造の

から企業を招いて商談会を開催す

飯泉本部長は「取引に企業規模

中核的な役割を果たしている。

るのは初めてのことである。視察を

の大小は関係ない」としながらも、

ントや化学プラントで使われる大型
のポンプやコンプレッサーなどの産

会が効果的」
と話し、
「何社かは取引

「当社では直径が2000mmを超え
るポンプなど大型の産業機械を製
造していることから、品質はもちろ
ん、大物を加工、製造できる技術を
求めている」と説明。一方、素材で
は、性質の違う2種類の金属組成を
併せ持ち、耐食性と強度に優れた
二相ステンレスへのニーズが高まっ
ていると話し、
「二相ステンレスの加
工技術を持った企業には今後も注
目していきたい」
と期待を込めた。
次ページでは、商談会に参加し
た3社の取り組みを紹介していこう。
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出展企業から技術について説明を受ける谷本知事
（左から 2 人目）と日立プラントテクノロジーの飯泉
執行役員 調達本部長（同 3 人目）

出展企業一覧

：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：
［50音順］：

提案型企業

（株）アイデン／石川サンケン（株）／（株）江沼チヱン製作所／
（株）エフ・イー・シー／関西電子工業（株）／（株）共和工業所／小松
精錬（株）／小松電子（株）／（株）田辺鉄工所／津田駒工業（株）／
東和（株）／（株）ナナオ／（株）林鍛造所／ライオンパワー（株）

受注型企業

旭電機設備工業（株）／（株）イシメックス／大原工業（株）／
高級鋳鋼（株）／小松シヤリング（株）／（有）小松鋳型製作所／
（株）サンキ／昭和鋳工（株）／（株）鈴木鉄工／（株）大徳鉄工／
玉田工業（株）／（株）徳野製作所／（株）中川鉄工所／（株）中野製
作所／南熔工業（株）／（株）羽田合金／（株）パープルテクノス／
（株）北菱／都開発（株）／（株）森工業／（株）
ヨシダセイコー

建設機械や工作機械、
液晶・半導

「日本でしか作ることのできない

体製造装置の大物部品を溶接する

製品を作りたい」
。そう話すのは鋳鋼

南熔工業。
「現代の名工」にも選ばれ

品やステンレス製品を製造する高級

た創業者から受け継ぐ卓越した技

鋳鋼の濱上豊敬専務だ。海外では

術力と短納期への対応が持ち味だ。

生産が難しい複雑な製品の一つが

今回の商談会には、同社が今後、

日立プラントテクノロジーの主力であ

力を注ぐ二相ステンレスの溶接の
受注を目指して出展した。商談会へ
の出展は初めてで、南太郎統括マ

るポンプだ。高級鋳鋼では、二相ス
「こうした商談会は、企業のニーズや他分野の情報
収集に役立つ」と話す林専務（右）
と山下営業部長

テンレス製のポンプについても本格
製造に向け、試作を繰り返しており、

ネージャーは
「大手メーカーがどんな

林鍛造所では、鍛造シミュレー

多くの技術者が同社ブースに足を止

技術を求めているのか、生の声が聞

ションシステムを活用して品質向上

め、興味を示した。濱上専務は技術

けて参考になった」と話し、商談会

やコスト低減について提案した。こ

者と情報交換する中で、
「今後の課題

で得た技術情報を今後の事業展開

のシステムを使えば、仮想の金型を

が明確になった」と話し、新規参入を

に生かす考えだ。

使って鍛造品を作ったときの状態

目指し、
意欲を新たにしている。

を確認できるため、試作品の製造コ
ストが削減可能。同時に、顧客の設
計段階においても最適な形状を提
案できる。
また、信州大学と長野県工業技
術総合センターが開発し、同社が製
造するボルトやナットは、激しい振
動や衝撃が長期間続く環境でもゆ
南熔工業の南統括マネージャー。東京の商社で勤務
した経験があり、フットワークのいい営業が持ち味だ

るまない優れた性能で、多くの技術
者から注目を集めた。

全国的にも手がける企業が少ない鋳鋼品の製造技
術を紹介した濱上専務
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石川県が創設した「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
認定企業にスポットを当て、地域の資源を生かした商品開発について紹介する。

能登・里山の恵みを生かした
バウムクーヘンのラスク
スライスして乾燥
サクサクした食感に

レーン、ショコラ、ごまの8種類。使わ

り込んで5色5層に仕上げた「大地の

れている野菜はすべて同社が店を構

虹」も根強い人気を誇る。

メルヘン日進堂は今年7月、
「能登

生地に練り込んでおり、どのバウム

使っていないため、賞味期限は真空

の里山里海」が世界農業遺産に登録

チップスも素材本来の味が濃厚に感

パックの状態でも2週間にとどまる。

されたことを記念して、新商品「バウム

じられる。体に優しい商品を作りた

そこで、より日持ちする商品を目指して

チップス」
を発売した。バウムチップス

いとの思いから、膨張剤や着色料、

開発したのがバウムチップスだ。水分

はミニサイズのバウムクーヘンを薄く

防腐剤は使用していない。

を飛ばして賞味期限を50日間にまで

える珠洲産だ。蒸した野菜をこして、

ところで、これらの商品は防腐剤を

スライスし、熱風で乾燥させた菓子で、

1枚の 大きさは直 径6cm、 厚さ

延ばすことに成功。企画開発を担当

サクサクとした独特の食感が特徴だ。

5mm。1箱8枚入りで350円となって

した同社の日野愛子さんは
「土産品と

味は能登大納言、能登かぼちゃ、

いる。お盆の帰省客でにぎわう8月に

してはもちろん、バレンタインデーやホ

は、同店のお土産ランキングで他の人

ワイトデー商戦などの長期販売にも

気商品を抑え、堂々の1位に輝いた。

対応できる商品になった」
と胸を張る。

大浜大豆、ほうれん草、紫いも、プ

商品やパッケージの試作開発に当

「見て楽しく、食べておいしい。そんな心に残る
スイーツを作りたい」と目を輝かせる日野さん

珠洲の海水塩で
新フレーバーを開発

たっては、
「いしかわ産業化資源活用

珠洲の老舗菓子店である同社で

程にはオーブンを使わず、バウムクー

は、約44年前からバウムクーヘンを

ヘンを焼成する際に発生する熱をリ

看板商品に育ててきた。その代表が

サイクルする仕組みを考案。設備投

珠洲焼のつぼの形をした「珠洲焼の

資を最小限に抑えると同時に、
工場の

里」である。中にはシロップで煮込ん

生産性を落とさないよう工夫した。

推進ファンド
（活性化ファンド）
」を活用
した。バウムチップスを乾燥させる工

だリンゴが丸ごと1個入っており、店

日野さんは現在、新たに珠洲の海

頭とネットショップを合わせ、年間4

水塩を使った味をラインアップに加

万個を売り上げるヒット商品だ。この

えようと試行錯誤の真っ最中だ。ま

ほか、珠洲の里山で採れた野菜を練

た、農産物に付加価値をつける人材
などを養成する金沢大学の「能登里

見た目もカラフルな
見た目もカラフルな「バウムチッ
「バウムチッ
プス」
。
プス」
。パッケージは、かわいい
パッケージは、かわいい
キューブ状を採用した
キューブ状を採用した

山マイスター養成プログラム」を受講
しながら、新たな能登産の食材を発
掘しようと、
研究を進めている。

（有）
メルヘン日進堂
珠洲市上戸町北方イ49 -1
TEL. 0768- 82- 0106
■
■
■
■
■

代 表 者
創
業
資 本 金
従業員数
業務内容

日野 知明
大正2年2月
1,000万円
11名
バウムクーヘン、
和・洋菓子の
製造、販売

● http://www.meruhen-nissindo.com/
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ナマコのコラーゲンが
たっぷりの美肌石けん
分が肌に潤いと弾力を与え、サ

版ナマコ石けんの商品化を企画。未

ポニンの発泡作用が汚れをしっ

知の分野への参入だけにリスクも心

かりと浮き上がらせる。また、珪

配したが、
「いしかわ産業化資源活

藻土の中にあるモンモリオナイ

用推進ファンド
（活性化ファンド）
」の

ト成分が毛穴に詰まった汚れ

助成制度が大きな後押しとなった。

や余分な角質を吸着し、肌の透

リサーチの結果、長崎県に先行

明感をよみがえらせてくれる。

「 なまこ美人」
（80g /1,900円）
は熱や添
加剤を加えず、時間をかけて熟成させる
コールドプロセス製法で作られており、
天然保湿成分グリセリンもたっぷり

商品があったため、地元の特産で

商品ラインアップは、無香料

ある珪藻土や温泉水を配合して差

の「ナチュラルベージュ」とミン

別化。珪藻土にはナマコの生臭さ

トの香りの「マリンブルー」の2

を消してくれる効果もあった。

種類。ナチュラルベージュには
珪藻土が多めに配合され、
しっ
とりとした洗い上がりになる。

和倉の温泉水や
珪藻土を配合

七尾市内にある自社店舗や金沢市
内にある石川県観光物産館、しい
のき迎賓館などで販売しており、自

「このわた」や「干くちこ」
など、七

社のネットショップでは85％のリピー

尾湾で獲れたナマコで珍味を製造

ト率を誇る人気商品となっている。

するなまこや。昨年8月には、ナマコ

泡はきめ細やか。物産展に出展した際は、
「な
まこ美人」
でお客さんの手を洗い、使い心地を
実感してもらう体験型販売を実施

七尾湾を含む
「能登の里山里海」

職人の手はなぜきれい？
疑問が開発のヒントに

は国連食糧農業機関
（FAO）
が認定

開発のきっかけは、同社の園山

無料化され、平成26年度末には北

ナマコや珪藻土で作った石けんと

芳生専務が抱いた一つの疑問だっ

陸新幹線の金沢開業も控える。
「能

言っても、決して奇をてらったわけで

た。
「ナマコをさばく職人の手はな

登に足を運んでもらい、能登の良さ

はない。ナマコに豊富に含まれてい

ぜきれいなのか」。ナマコの珍味づ

を知ってもらうため、今後も能登の

るコラーゲンやセラミドといった成

くりは毎年1、2月に最盛期を迎え

素材を使った商品開発を続けてい

る。厳しい寒さの中、冷水に手をひ

きたい」。なまこ美人に続くヒット商

たしながらの作業にもかかわらず、

品の開発を目指し、園山専務は意

職人の手は荒れることもなく、むし

欲を燃やしている。

エキスと能登産の珪藻土、和倉温
泉の源泉水を配合した化粧石けん
「なまこ美人」を開発し、順調に売り
上げを伸ばしている。

する世界農業遺産に登 録された。
平成25年4月には能登有料道路が

ろすべすべとしていた。
疑問の解決に協力したのが金沢
大学イノベーション創成センターで
ある。同センターが成分を分析し
たところ、ナマコはコラーゲンの固
まりのような生き物であることが分
かった。
マレーシアでナマコ石けんを目に
した経験があった園山専務は、能登
「見た目でナマコを敬遠する女性も多いので、石けんを糸口に
珍味のファンも開拓したい」と期待する園山専務

和倉温泉 なまこや

（
（有）
大根音松商店）
七尾市石崎町香島1- 22
TEL. 0767- 62 - 2253
■
■
■
■
■

代 表 者
設
立
資 本 金
従業員数
業務内容

大根 富男
昭和59年11月
1,000万円
10名
加工食品、化粧石けんの
製造、販売

● http://www.namakoya.com/
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プリザーブドフラワーを
金箔で一層華やかに
コサージュや
ブーケが人気

く見えるよう、花びらの位置

ブーケやコサージュなど、プリ

げ、種類や大きさ、色の違う花

ザーブドフラワーを使ったオリジナ

を組み合わせたり、水引や組

ル商品を製作する小山では、
「いし

紐といった工芸品をあしらっ

かわ産業化資源活用推進ファンド

たりしてアレンジ。色鮮やかな

（活性化ファンド）
」を活用して、これ

プリザーブドフラワーに金箔

らの花びらに金箔を施した新商品

の輝きが加わることで、より

を開発した。
「箔プリザーブドフラ

華やかで、より気品あふれる

ワー」の商品名で展開しており、晴

印象に仕上がっている。

その後、花の形が最も美し
や角度を調節しながら組み上

れの日を華麗に彩るアイテムとして
人気を博している。
プリザーブドフラワーとは、生花
に特殊な保存液を吸わせ、長期間
の保存を可能にしたもの。ドライフ

目指すは地域の
女性との協業
多くの花店や美容院、貸

箔プリザーブドフラワーの「コサージュ」
（左・3,780円）と、
ちょっとした
贈り物として人気の「ジュエリー」
（右・630円）
。2 〜3年の保存が可能

ラワーと違って、色鮮やかで、手触り

衣装店などと取引する小山が、プリ

り扱いや材料用金箔の仕入れは、

も生花のように柔らかく、しっとりし

ザーブドフラワーや布製の造花な

箔一
（金沢市）
の協力を得た。

ているのが特徴である。着色料を

どを製作するフラワー事業部を立

吸わせれば、自然界にはない色合

ち上げたのは5年前にさかのぼる。

するのは、小山社長のほか、女性の

いを出すことも可能だ。

実は同社の主力は橋梁上部工事を

在宅ワーカーやパートタイマーだ。

同社では、品質のいい海外産のプ

はじめとする土木工事である。30

小山社長はフラワー事業に経営の

リザーブドフラワーを使用。一旦、す

代で家業を継いだ小山百代 社長

新たな柱として期待をかけると同時

べての花びらを取り外した上で、
花び

が、プリザーブドフラワーアレンジ

に「この事業を通して、
地域の女性と

らに金箔を貼り付けたり、細かく裂

メント・デザイナーとして活躍する木

一緒に仕事ができる環境を作りた

いた金箔を接着する。一見、平面に

村純子氏との出会いをきっかけに、

い」と力を込める。今後は同社が企

見える花びらにも、細かな凹凸があ

女性の感性を生かせる新分野への

画する商品を地元の女性と連携して

り、ここに手作業で立体的に金箔を

参入を決めた。

製作する体制を整える考えで、
「ゆく

貼り付けるのが同社独自の技術だ。

金箔を取り入れるヒントとなった
のは、近年人気の“和婚”

現在、フラワー事業部を切り盛り

ゆくは七尾の街全体がアトリエのよ
うになれば」
と思いをはせている。

だった。和婚とは、和風の
要素を取り入れた挙式や
披露宴を指す。和服に洋
風の髪型を合わせるのも
その一つで、こうしたスタ
イルにも映えるブーケをと
考え、金沢が全国シェア
99％を誇る金箔の活用に
顧客の要望に応じ、
デザインの考案から製作までを一貫して手がける小山社長
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たどり着いた。金箔の取

（株）小山
七尾市馬出町イ部54- 6
TEL. 0767- 52- 0629
■
■
■
■
■

代 表 者
設
立
資 本 金
従業員数
業務内容

小山 百代
昭和63年11月
1,000万円
7名
プリザーブドフラワー商品
や造花・アートフラワー商品
の企画・製作・販売、土木工事

● http://www.precious-story.com/

ネット販売を行っている県内の意欲ある店舗を支援するため、
バーチャルショッピングモール
「お店ばたけISHIKAWA」を開設しています。
ネットに進出し、
さまざまな方法で販路開拓を行っているお店ばたけ出店者等を紹介します。
※新規出店者を随時募集しています。出店条件、
審査基準などの詳細は、
http://www.omisebatake-isico.com/katudou/koubo.html

［ 羽毛布団なら布団の石田屋 ］

http://www.ishitaya.com/

フェイスブックで情報発信
イベントの集客に効果あり
（株）石田屋
■所 在 地
■代 表 者
■創
業

快適な睡眠環境を提供するため、羽毛布団や敷布団、枕など、
さまざまなこだわり商品を販売する石田屋

一人ひとりに
最適の商品を提案
寝具の製造、販売を手がける石
田屋は、取り扱う商品の品質の良
さに定評がある。例えば、アイダー

■資 本 金
■ 従業員数
■ 事業内容

金沢市額乙丸町ニ259
TEL 076 -298 - 4800
田中 和昭
大正12年7月

1,000万円
18名
寝具の企画、製造、販売

地域の消費者にも石田屋の商品を

社の公式ページを作って、ネット

知ってもらおうと、約1年前にネット

ショップからも閲覧できるようにし

ショップを開設。その狙い通り、現

たほか、
社員も個人ページを立ち上

在、
ネットショップの利用者の半分は

げ、
主に実店舗で開催するイベント

首都圏の消費者が占める。利用者

情報を発信している。

数や売り上げも徐々に伸びてきた。

「会期の延長など、ダイレクトメー
ルを発送する余裕のない急なお知

睡眠環境などを
メールで確認

らせに便利」と笑顔を見せるのは、
ネットショップ担当の池森綾さん
だ。このほか、問い合わせに迅速

ダックの羽毛布団もその一つだ。

「人と人がふれあうネットショッ

に答えたり、その情報を閲覧者が

アイダーダックはアイスランドに生

プにしたい」
。商品情報の更新な

共有できる点もメリットとなってい

息する水鳥で、その羽毛は複雑に

どを担当する丸山篤さんがそう話

る。イランの遊牧民が羊毛で織る

毛が絡み合い、少量でも抜群の

すように、同社のネットショップで

草木染めのじゅうたん「ギャッベ」

保温力を発揮する。年間に布団

は、
実店舗同様の接客を目指す。

の展示会でも集客に効果を発揮。
今後はイベント情報にとどまらず、

3,000枚分しか採取できず、偽物も

例えば敷布団やマットレスの上

多く出回るため、同社では社長自

に敷くベッドパットの場合、体格の

素材の仕入れや商品の製造の様

らが現地まで出向き、品質を確認

いい人ならば厚めのものを使った

子、使い心地といった情報につい

した上で仕入れ。これを職人が手

方が寝心地がよくなる。そこで、
ネッ

ても、フェイスブックを使ってきめ

作業で布団に詰め、一枚一枚丁寧

トショップでも注文品を機械的に

細かく発信する。

に仕上げている。

発送するのではなく、体型

接客時の的確なカウンセリング

や体質、併用する寝具や寝

も同社の特徴の一つだ。質のい

室環境などを詳細にメー

い眠りを提供するため、睡眠環境

ルで確認した上で、より適

コーディネーターなどの資格を持

した商品を提案してゆく。

つスタッフが、体格や寝室の環境、

今年8月からはI S I C O

眠りに関する悩みなどに合わせて

が派遣するホームページ

最適の寝具を提案する。

ドクターのアドバイスを

金沢市と能美市に計4店舗を構

受け、フェイスブックの活

える同社では、店舗に足を運べない

用に力を入れ始めた。会

アイダーダックの羽毛とギャッベを手にする池森さん
（左）
と丸山さ
ん。
「これからのネットショップに注目してほしい」
と声をそろえる
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From

フロム・ユーザーズ

USERs

I S I C Oでは、
企業の設備投資を支援するため
設備貸与制度で、
企業の成長を後押ししています。
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。

設備貸与制度の利用者に聞く

IT機器を一新し、
業務効率アップ
包装の設計業務に一層注力

ISICOの設備貸与制度を利用して導入
した2台のサーバ。このほか15台のパソ
コンと基幹業務システムも更新した

（株）田井屋
■ 所 在 地 野々市市扇が丘4 - 3
TEL.076 - 241- 2111
■ 代 表 者 田井 徳太郎
■創
業 明和2年
（1765年）
■ 資 本 金 3,000万円
■ 従業員数 50名
■ 事業内容 食品包装資材・紙製品・文具などの販売
● http://www.taiya-jp.com/

処理スピードや
安定性が向上
包装資材・紙製品卸の田井屋は
平成 23 年 1 月、ISICO の設備貸
与制度を活用して、パソコンやサー
バ、基幹業務システムを導入した。
きっかけは、それまで使っていた
パソコンの OS（基本ソフト）に対す
るサポートを、米マイクロソフト社
が前年 7 月に終了したことだった。
サポート期間が終われば、セキュリ
ティ上の問題が危ぶまれる。時を
同じくして、基幹業務システムも更
新時期を迎えていた。
これまではパソコンの動作が予期
せず止まってしまい、保守を契約し
ている企業に調整を依頼することも
たびたびだったが、新たなハードと
ソフトの導入によって、業務を処理
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するスピードが速くなり、システムも
安定して稼働するよう改善された。

事業計画を見直し、
価格競争から脱却へ
「パソコンの容量が増えたので、
包装資材の設計に必要なソフトもス
ムーズに動かせるようになった」
。そ
う笑顔を見せるのは同社の田井徳
太郎社長である。包装資材の設計
とは、単なるパッケージのデザイン
ではない。そこから一歩踏み込んで、
食品の保存方法や殺菌方法を考慮
して包装素材を選定したり、食品表
示に関する法律に沿って賞味期限や
原材料といった項目を表示したり、
食品の包装に求められるさまざまな
要素を適切に盛り込み、形にする。
実は同社では、平成 20 年に石
川県から中小企業経営革新支援法
に基づく経営革新計画の承認を受
けており、これを契機に、こうした
包装資材の設計業務を強化してき
た。商品の管理や得意先への納入

直営する文具店「田井屋吉兵衛」の店内に立つ田井社長。じかに
把握した消費動向は、仕入れや営業に役立つという

という卸業務だけでは価格競争が
激しく、利益も出しにくい。そこで、
独自性を打ち出し、付加価値の高
いサービスを提 供しようと ISICO
の経営支援アドバイザーに指導を
受けながら、
中長期的な視野に立っ
て事業計画を練り直したのだ。
顧客のニーズをつかみ、最適の
包装資材を提案するため、現在ま
でに田井社長をはじめ、8 人の社
員が包装の知識や技術を磨き、包
装管理士の資格を取得。北陸 3 県
の有力食品メーカーと取引実績を
積み上げており、この分野の売り
上げは飛躍的に伸びている。自分
たちの作り上げたパッケージがスー
パーなどの店頭に並ぶとあって、社
員のモチベーションアップにもつな
がっている。
「いずれは全社員に包装管理士
の資格を取得させたい」と語る田井
社長。
「資格を有効に使って、包装
の設計能力や提案力を高め、顧客
から評価してもらえる企業にしてい
きたい」と青写真を描いている。

県内では、産学官の連携によって
ニュービジネス創造を目指す動きが本格化しています。
ここでは、その実例に迫ります。

水質、水量、使いやすさに
こだわった超純水製造装置
業界初、光触媒で
有機物を分解

連携支援事業、石川県の新商
品等販路開拓実証評価事業な
どに採択され、金沢大学学際

小松電子では、超純水製造装置

科学実験センターや金沢大学

「うるぴゅあ」の販売を本格化させ
ている。超純水とは極めて不純物

大学院自然科学研究科の協力
を得て、実証試験を行った。

の少ない水のことで、医療やバイ
オ分野の研究、半導体や液晶の洗

平成 20 年には販売拠点とし
て東京営業所を開設。ここ 2

浄、医薬品の製造などに使われる。
各種フィルターに加え、業界で初め
て有機物を分解するために光触媒

年で販売が 軌道に乗り始め、
現在、メーカーや大学、研究
機関などで導入が進んでいる。

を採用。電気抵抗率や有機物量、
生菌数といった指標において、さま
ざまな分野で求められる水準を大

このうち筑波研究学園都市に
ある研究機関への販路拡大に
は、同都市と交流実績がある

きくクリアした高品質の超純水を
製造する。従来品と比べ、毎分3リ

ISICO の協力も得た。

技術者が作業した場合に比べ、年
間維持費用が40％削減できるとい

ユーザー目線で
商品を改良

う。また、これまで固定されていた
採水口を上下、左右に動かせるよう
にするなど、
使い勝手も向上させた。

ットルと1.5倍の製造能力を誇り、
体積比で3分の1というコンパクトな
デザインも魅力だ。
同社では、取引のあった徳島大
学から依頼を受けて平成16年に開
発をスタート。翌年に一号機を完成
させた。その後、経済産業省の新

「性能には自信がある。今後は導入実績を増やし
て市場での存在感を高めたい」
と話す滝川専務

独自の工夫を盛り込んだ超純水製造
装置
「うるぴゅあ」
（右）
と「RO純水製造装置」

平成23年10月には姉妹品として
販路拡大の背景にあるのは、同
社が取り組む“売れる商品づくり”だ。 「RO純水製造装置」を発売。これ
は、水道さえあれば、電源がなくて
「どんなに性能が優れていても、
売れ
も純水を作ることのできる装置で、
なければいい商品とは言えない」
（滝
精密部品の洗浄や化粧品、食品の
川洋専務）
。そこで、同社では売り上
製造などに利用できる。
「今後も水
げが伸び悩んでいた平成19年に石
に関する商品を開発したい」。滝川
川、富山の企業や大学にヒアリング
専務はそう話し、これまでのノウハ
を実施。ここで得られたニーズを取
ウを生かし、新事業の芽を一層大
り入れ、
商品に改良を加えた。
きく育てる考えだ。
例えば、フィルターの交換など、メ
ンテナンスをユーザー自身ができる
（株）
ようにしたことも改良点の一つだ。 小松電子
■
所
在
地
小松市安宅町甲135
これを実現するため、工具を使わず
TEL 0761-21-2000
■ 代 表 者 田中 義也
簡単に交換できるよう部品を作り直
■設
立 昭和44年5月
■ 資 本 金 9,900万円
したほか、液晶ディスプレーに消耗
■ 従業員数 350名
■ 事業内容 電子回路・省力化機器・環境商品・医
部品の交換時期や交換履歴を表示
療用具の開発、設計、製造、販売
● http://www.komatsu-ec.co.jp/
するようにした。これにより、専門の
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菓匠みのやが最優秀賞
絶品！！じものスイーツコンテスト
ISICOは11月5日、
香林坊大和
（金沢市）
で「絶品！！じものスイーツコンテ
スト」を開催し、菓匠みのや（金沢市）の「きんつば香あわせ」が最優秀賞
を獲得しました。優秀賞にはリストランテ＆ドルチェ・スタジオーネ（野々市
市）
、
審査員特別賞にはケーキ工房アン・ドゥー（金沢市）が選ばれました。
今年で2回目となる「石川のこだわり商品フェア」
（11月3 〜 8日）に合わせ
て行ったコンテストでは、
県内の和洋菓子店19店が県産食材の特色を生か
して新たに開発したスイーツのうち、専門家による一次審査を通過した9品
について、
フェア来場者200人が試食、
投票し、
各賞を決定しました。
本選に進んだ9品のスイーツは11月6日から8日までフェアの会場で販売
され、
早々と売り切れる商品が続出する人気ぶりでした。

ポインセチアやシクラメンが花屋さ
んの店先を彩っています。生花はい
つか枯れてしまいますが、今回8ペー
ジでご紹介した「プリザーブドフラ
ワー」は、何年も美しいまま枯れない
花です。カラーバリエーションも豊富
なので、いつもと違ったおしゃれを楽
しんでみるのも素敵ですね。
今年も取材をきっかけに、たくさ
んの方々と素敵な出会いがありまし
た。来年も今年以上に、皆様のお役
に立つ情報を発信していきたいと思
います。
（藤）

能登大納言を使った粒あんと五郎島金時を使った 写真左から、各賞を受賞したアン・ドゥー、みのや、
芋あんを組み合わせた「きんつば香あわせ」
スタジオーネの代表者の皆さん

お詫びと訂正
本誌60号、7ページに掲載した『旅の

新たに9社を採択

記憶を呼び覚ます「金沢の香り」で商
品展開』の記事におきまして、
「金沢の

いしかわ次世代産業創造ファンド
助成事業

香り」はサラウンディング（株）の登録

石川県とISICOは、
石川の未来を担う
産業の創出、育成を支援する「 いしかわ
谷本知事から採択通知書を受け取るタガ
次世代産業創造ファンド助成事業（次世 ミ・イーエクスの田上好裕社長
代ファンド）
」の平成23年度助成対象に、昨年度から継続する3社に加え、
新たに９社を採択しました。12月1日には県庁で採択決定通知書の交付
式が行われ、I S I C Oの理事長を務める谷本正憲知事が採択企業に通知
書を手渡し、
激励しました。

を申し上げます。

商標でした。
「金沢らしい香り」と訂正
するとともに、関係各位に深くお詫び

関東圏に技術を売り込み
石川県受注開拓懇談会
ISICOでは11月28日、K K Rホテル東京
（東京都千代田区）
で谷本知事が自らトッ
プセールスに努める「石川県受注開拓懇
参加企業は自社の技術や設備を積極的
談会」を開催しました。東京での開催は にアピールしました
4年連続で日産自動車や横河電機など関東圏の発注企業27社と県内受
注企業68社が参加。積極的に受注拡大に向けた情報交換を行いました。
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