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熱可塑性樹脂フィルムを
製造し、炭素繊維織物と
重ね合わせる試験用フィ
ルム成形押出機（写真）
などをそろえ、企業の試
作開発を支援する「いし
かわ次世代産業創造支
援センター」（詳しくは 5
ページをご覧ください）。

【表紙撮影／山岸政仁】



今年 3月11日の東日本大震災
によって、被災地だけでなく、日
本各地で経済情勢が一変した。
大震災が県経済に与えた影響と
その対策は。

　まず、被災者の皆様や被災地
に対しては、石川県としても物心
両面でできる限りの支援を行って
おり、一刻も早い復興を心からお
祈り申し上げる。
　県内では直接の被害はなかっ
たが、東北に拠点を持っている
企業、あるいは被災企業と取引
していた企業では、事業が滞っ
たり、売り上げが急落したケース
がある。そのため、県では既存
の緊急経営安定支援融資を拡充
し、大震災の影響を受けた県内
企業の資金繰りを支援している。
これに加え、6 月補正予算では、
新たに融資枠 50 億円の「東日本
大震災対策融資」を創設し、資
金繰り対策を一層強化した。

とりわけ大きなダメージを受けてい
るのが観光産業だ。石川に観光
客を呼び戻すための取り組みは。

　震災後に広がった自粛ムード
や原発事故の影響で、国内外か
らの旅行客が激減しており、今
後はターゲットに応じてきめ細か
な誘客活動を展開する。
　例えば、予約にインターネット
を活用することの多い国内の個
人客に向けては、大手旅行予約
サイトと提携し、情報発信に力
を入れる。また、団体客は団塊
の世代や退職者をターゲットと
し、誘客に努める。
　特に外国人観光客は、その
6 割を中国、台湾、韓国、香港
の東アジアが占め、団体客が多
い。ここにきて訪日旅行の自粛
緩和の動きが見えてきたところで
あり、この機を逃さず 7 月には
上海、南京、香港、台湾の政府
機関や観光事業者に対してトッ
プセールスに取り組み、石川の
安全性をアピールする。
　欧米は個人客が中心であり、
過去の原発事故の苦い経験か
ら、旅行需要の回復にめどが立
たないのが現状で、当面は正確
な情報の発信に努める。さらに
11 月にはヨーロッパ以外では初
めて県内で世界の一流料理人グ
ループによる食のイベント「Cook 

It Raw（クック・イット・ロー）」が
開催される。期間中は多くの海外
メディアが取材に訪れ、食文化
や伝統工芸といった石川の魅力
に加え、石川の安全な現状を世
界に伝えてくれると期待している。

企業を取り巻く経営環境はなか
なか好転しない。ISICOでは昨
年度「企業ドック制度」を創設し
た。この制度の狙いや利用状
況は。

　ISICO では全国に先駆け、平
成 15 年度から経営が悪化した
企業の再生支援に取り組み、成
果を上げてきた。
　一方、「企業ドック制度」は経
営の悪化を未然に防ぐため、経
営内容が健全なうちに早めに対
策を立てたいと考える企業向け
の制度である。申請のあった企
業に、中小企業診断士や税理士
らの外部専門家を派遣して企業
の現状を客観的に分析、助言す
る制度で、他の都道府県と比べ
ても先進的な取り組みだ。
　昨年度は 275 社が利用し、延
べ 757回の派遣を行っており、さ
まざまな経営課題に対応してオー

企業のニーズに応え、   支援策を拡充
巻頭インタビュー

東日本大震災に対応し、新たな融資制度を創設
販路開拓のための施策を拡充
ISICOでは、新商品開発や販路開拓に意欲を持って取り組む企業を、情報や人材、技術、資
金など各方面からサポートしています。東日本大震災後、一部の県内中小企業においては経
営環境が悪化するなどの影響が出ていますが、今年度も企業のニーズに応え、経営基盤の強
化や、明るい未来を切り拓くための施策など、支援メニューの充実を図りました。ISICOの新
たな取り組みについて、当財団の理事長である谷本正憲知事に聞きました。
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ダーメードの支援を実施した。今
年度は相談件数の増加が予想さ
れることから、派遣枠を1,000
回から1,500 回に拡大する。
　なお、この制度は経営状況が
悪化する前にサポートしてほしい
との産業界の声を受けて創設し
たものだ。これからも産業界か
らのニーズを汲み取り、すぐに
施策に反映していきたい。

県、ISICOでは平成 20 年度に
「いしかわ産業化資源活用推進
ファンド（活性化ファンド）」、昨
年度に「いしかわ次世代産業創
造ファンド（次世代ファンド）」
を創設して、地域資源を活用し
た新たなビジネスの創出、ある

いは将来有望な分野への進出
を集中支援している。これらの
事業の手応えと、今年度の取り
組みは。

　活性化ファンドは、伝統工芸
や豊かな食材など、石川県にあ
る多様で豊富な地域資源を活用
した新ビジネスを後押しする制
度で、3 年間で 236 件の事業を
採択してきた。今年度は新たに

「海外展開支援枠」を創設し、巨
大市場である中国などアジアを
中心とした海外市場への進出を
見据え、海外のニーズに合った
商品開発から販路開拓までの取
り組みを一貫して支援する。
　次世代ファンドでは、「炭素繊

維」と「航空機」の分野における
研究開発等の取り組みを集中的
に支援している。炭素繊維に関
しては既に試作品が完成し、国
際的な展示会でも高い評価を得
ている。航空機の分野でも新規
参入に必要な規格を複数の企業
が認証取得するなど、着実に成
果が出ている。今年度からは、

「電気自動車」をはじめとする次
世代自動車関連産業について、
県内企業の参入を支援するため
の研究会を立ち上げる。
　こういった取り組みにより将来
の本県経済の一翼を担うことが
期待される新たな産業の創出を
図り、未来への先行投資を怠り
なく実施する。

企業のニーズに応え、  支援策を拡充

（財）石川県産業創出支援機構  理事長

谷本 正憲
（石川県知事）



炭素繊維の開発を担う基盤と
して、今年 4月に「いしかわ次
世代産業創造支援センター」が
オープンした。

　同センターは、炭素繊維の複
合材を成形する最先端機器が施
設の目玉だ。文部科学省が「地
域産学官共同研究拠点整備事
業」として採択し、建物も設備も
全額国費で整備された。こうし
たケースは全国でも 4 件だけで、
国が石川県の提案を高く評価し
てくれた証だと自負している。
　炭素繊維は鉄より丈夫でアル
ミより軽いが、加工が難しい。
加工性に優れた炭素繊維複合
材料の開発や加工技術の確立
に取り組み、炭素繊維の用途を
一段と広げたい。
　また、同センターのもう一つ
の柱は機能性食品の開発であ
り、石川県に古くから伝わる発
酵技術を生かした商品開発を支
援する。
　どちらの分野も、ものづくり産
業や高等教育機関の集積といっ
た石川県の強みを生かし、産学
官連携によって次世代産業の創
造、育成に取り組んでいきたい。

ものづくり企業にとっては、受
注先や販路の開拓が第一だ。こ
れらの支援にはどのようなもの
があるか。

　県内企業の優れた技術・工法
を大手メーカーに売り込むため、

平成 20 年度から技術提案型
の展示・商談会に取り組んでき
た。県内企業 20 〜 30 社が出
展する「大規模型」に加え、昨
年からは出展企業を絞り込み、
技術担当者同士がひざ詰めの
商談を実施する「小規模型」を
開催した。今年度は、新たに
メーカーの技術者等を石川県
に招いて、じかに工場を視察し
てもらう「メーカー招聘型」の
展示・商談会も開催する計画
で、これらの回数も昨年度の 3
回から 8 回に拡充する。
　また、ISICO に配置している
コーディネーターも1 名から 2 名
に増員して、商談会後のフォロー
アップ体制を強化した。
　長年にわたって開催している
県外での受注開拓懇談会も、
昨年に引き続き 2 回開催する。

一般消費者向けの商品に対す
る販路開拓支援策は。

　活性化ファンドなどを活用し
て開発された食品や生活雑貨、
伝統工芸品などの魅力を県民に
伝えるとともに、その評価を商
品開発やマーケティングに生か
してもらおうと昨年 11 月に「石
川のこだわり商品フェア」を開催
した。
　期間中は 3 万 3,000 人を超え
る来場者があり、連日売り切れ
となる商品や、首都圏などの企
業からの引き合いもあった。今
年度はもう一段進化させ、フェ
ア開催中にバイヤーを招いた商

談会を開催するなど、全国展開
の足掛かりとなるよう工夫を凝ら
していく。

利用者に対するメッセージを。

　ISICO は創設から13 年目に
入ったが、スタートしたときの原
点を忘れず、産学官の研究開発
支援や販路開拓、経営支援、
人材の確保・育成など、企業の
さまざまなニーズに柔軟性・迅速
性をもってきめ細かく対応する県
内企業のワンストップの相談窓口
としての役割を果たしていく。
　また、ISICO の職員は日 、々
県内企業の皆様と接しており、
経済情勢の変化や企業の要望
を素早く把握し、スピーディーに
施策に反映していくためにも大き
な力を発揮する。総勢 111 名の
職員が、石川の産業を元気にす
るため、県内企業の方々をしっ
かりとサポートしていくので、お
気軽にご相談いただきたい。
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　「いしかわ次世代産業創造支援
センター」は鉄骨造り2 階建てで、
延べ床面積は約648 平方メートル。
独立行政法人科学技術振興機構
が「地域産学官共同研究拠点整
備事業」として採択して、石川県
工業試験場の敷地内に建設、県
に無償貸与している。
　同センターの内部には、炭素繊
維ゾーンと機能性食品ゾーンがあ
り、それぞれの研究に役立つ最
新の試作開発設備、評価試験機
器が整備された。企業や大学など

は、県に設備や機器の使用料
金を支払って利用する。同セン
ターでは職員が機器の使用法
などについてアドバイスする。
　炭素繊維ゾーンの最大の特徴
は、炭素繊維織物の作製から複
合材料（CFRP）の製造、プレス
成形、評価に至るまで、試作開発
を一貫して支援するための設備を
そろえた点にある。
　これは全国でも初めての取り組
みで、炭素繊維の織物を作製でき
る小型サンプル織機をはじめ、熱
可塑性樹脂フィルムを製造し、炭
素繊維織物と重ね合わせる試験用
フィルム成形押出機、CFRP を成

形する高温型プレス機などを導
入し、CFRP の製造技術や加工
技術の研究開発を後押しする。
　また、材料を破壊せずに内部
の欠陥を検査するシステムや耐
衝撃性を評価する試験機も整
備。実際に使用される場面を想

定し、極寒や灼熱、高温多湿や
低温低湿など、さまざまな環境を
再現する試験室もある。
　ユニークなところでは、音がまっ
たく反響しない無響室や音を均一
に響かせる残響室があり、これら
は CFRP が自動車や家電製品の
部品、建材として使われた場合の
吸音性や遮音性の測定に最適だ。

　一方、機能性食品ゾーンは、既
存の食品加工実験棟を改修したも
ので、これまで人の嗅覚で測定し
ていた食品の香気成分や異臭成
分を化学的に分析するフレーバー
評価システムや、食品の保存性を
調べる水分活性測定装置など、6
台の機器を新たに導入した。
　加熱すると柔らかくなる性質を
持つ熱可塑性樹脂を用いたCFRP
の開発やその加工技術の確立は、
これからが本番だ。いしりや日本
酒など、石川県の伝統的発酵食品
を活用した新しい機能性食品の開
発にも期待が集まる。
　中野幸一センター長は「新たな
技術や製品の開発に貢献できる設
備が整った。いろんな用途に使え
るので、職員に、気軽に相談して
ほしい」と話しており、企業の技術
開発の大きな力となりそうだ。

いしかわ次世代産業創造支援センター
金沢市鞍月2-1　TEL.076-267-8080　http://www.irii.jp/infor/2011_0401/topics2_1.html

炭素繊維複合材料と
機能性食品の開発に心強い味方
石川県が今年4月に開設した「いしかわ次世代産業創
造支援センター」は、将来の県経済の柱として有望視
される炭素繊維複合材料や機能性食品の開発をサポ
ートする研究施設だ。その概要を紹介する。

炭素繊維の糸から最大50cm幅の織物を製造できる小型サン
プル織機。朱子織り、平織り、綾織りといった織り方が可能だ

全国初、炭素繊維の
試作開発を一貫支援

香りの分析機など
6台を新たに導入

食品や包装材料の香りの成分を分析するフレーバー評価システム。
異臭などの原因究明にも活用できる

「県内企業にどんどん利用していただきたい」と
期待を寄せる中野センター長。背後に見えるの
は、製品の静音性などを測定する無響室の内壁
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Charange  for Future
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■ 代 表 者  池田  由美子
■ 設　　 立　平成21年8月
■ 従業員数　2名

池田商店
■ 事業内容　サバの糠漬けなどの
　 　　　　　 製造、販売
● http://ikeda.bornsite.com/

金沢市末広町360-13
TEL.076-252-4904

 　「こんかイワシ」をはじめ、魚
の糠漬けと言えば、一切れあれ
ば、ご飯を一杯食べられるほど
塩辛いといったイメージを持って
いる人も多いのではないだろうか。
　池田商店の作るサバの糠漬け

「こんかこんか」は、そんな先入
観を大きく裏切る商品だ。舌に
乗せると芳醇な香りが鼻腔をくす
ぐり、かみしめるたびに糠とサ
バの旨みが口いっぱいに広がる。
次から次へと食べたくなるような、
まさに新感覚の糠漬けだ。

　伝統的な糠漬けを食べ慣れて
いる地元の人はもちろん、「くどい」

「生臭い」といった理由でこれま
で敬遠してきた人や、糠で漬け
た魚を食べたことのない首都圏の
人など、幅広い消費者に好評を
博しており、子どもでも抵抗なく
食べられる。
　原料となるサバは、主に日本
海産を使用している。大ぶり、
肉厚で、ほどよく脂が乗ったサバ
を厳選するため、時には何ヵ月も
入荷を待つこともあるほどだ。
　味の決め手となる糠床にもこ
だわっている。石川県産の煎

い

り
糠
ぬか

だけを使い、これを地元の大
野醤

しょうゆ

油、本みりん、塩、ざらめ
糖などで調味する。防腐剤など
の添加物は一切入っていない。
　塩辛さを抑え、独特のまろや
かな味わいを生み出す秘密は手
間暇をかけたその作り方にある。
　まず、三枚に下ろしたサバの身
を大量の塩に10 日間ほど漬け
込む。その後、塩からサバを取
り出し、樽

たる

の中で糠に漬け、25
度から30 度の蔵で 8カ月間じっ
くりと熟成させる。
　従来の糠漬けの製法と大きく
違うのはここからだ。塩分のしみ
込んだ糠を捨て、新しい糠床に

伝統食をもっと多くの人に
塩辛くないサバの糠

ぬか

漬
づ

けが好評
何度も漬け直して
まろやかな味に

石川県が誇る豊かな食文化の
中でも、ひと際、個性的な存
在感を放つのが「かぶら寿し」
や「いしり」など、県内各地に
根付く発酵食品だろう。魚の
糠
ぬ か

漬
づ

けもその一つだが、池田
商店が手作りするサバの糠漬
け「こんかこんか」は、昔な
がらの塩辛さを抑え、まろや
かな味わいで人気を集める逸
品だ。伝統的な製法を生かす
一方、現代人の志向に合わせ、
新しい味覚を開発した同社の
取り組みに焦点を当てる。

サバの糠漬け「こんかこんか」。金沢の方言で糠漬けを意味する「こんか」と来てくださいを意
味する「来んか」を合わせて名付けた。平成 22 年度石川ブランド優秀新製品にも認定された
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漬け直す。この作業を2 度、3
度と繰り返すことで、サバから余
計な塩分が抜け、まろやかな味
わいに仕上がるというわけだ。

　同社の池田由美子代表が、サ
バの糠漬けを作り始めたのは約
7 年前。知人の年配女性が 30
年間継ぎ足しながら使い続けて
きた糠を譲り受けたことがきっか
けだった。
　「おばあちゃんが手作りしてい
たサバの糠漬けがとてもおいし
かったんです。それで、老後の
楽しみにとお願いして、糠を分け
てもらい、作り方を教わりました」

（池田代表）。
　もちろん、当初はあくまでも趣
味のつもりだった。しかし、友
人や近所の人にもおすそ分けし
ようと大きな樽で作るようになる

と、さらにおいしい糠漬け
を目指して、次第に熱中し
ていった。
　「今は健康志向が強く、
塩分の取りすぎを気にする
人も多い」と考えた池田代
表は、塩辛くない独自の
糠漬けを作ろうと、糠の調
合などにアレンジを加えた。
　試行錯誤の末に現在の
味にたどり着いたのは 4
年後のことだった。納得
できる味にならずに捨てた
糠は何十樽にも及んだ。
　この頃には自宅の中や
借りていた蔵も樽でいっ

ぱいになっていた。地域のイベン
トに出品すると、「おいしい」と評
判になったことから、平成 21年
8月に池田商店を設立し、事業
化に踏み切った。

　翌年、いしかわ産業化資源活
用推進ファンド事業（活性化ファ
ンド）に採択されると、助成制度
を活用してパッケージを一新した。
商品ラインアップは、サバの半身
をそのままパッケージした1枚入

り（1,000 円）と、あらかじめ薄
くスライスしたもの（70g 入り・
800 円）。魚の糠漬けに馴染み
のない首都圏の消費者にも、「手
間がかからないし、手も汚れな
い」と好評だ。さらに料理に使
いやすくしようと、現在は、サバ
の糠漬けをフレーク状にほぐして
ビン詰めした新商品を開発中だ。

　ISICO のアドバイザーの協力
を得て、販路開拓にも取り組ん
でいる。展示会や店頭で試食品
を配る際には、ご飯のお供や酒
の肴

さかな

としてそのまま食べるだけで
なく、チーズとの相性も抜群なの
で、ピザのトッピングとして使うな
ど、新しい食べ方を提案。その
かいあって、近江町市場の「酒
の大沢」、「めいてつ・エムザ」の
ほか、東京世田谷区にある食品
のセレクトショップ「オカッテ」、

「阪急百貨店」、「家庭画報」の通
販サイトなどにも販路は広がった。
　フグなど、別の魚の糠漬けも
商品化を目指す一方、「誰も糠漬
けにしないような食材にもチャレ
ンジしたい」と意欲を見せる池田
代表。卯辰山にある自宅の周辺
で栽培されているフキを使って試
作するなど、糠漬けの新たな可
能性に向け、挑戦を続けている。

より使いやすく加工
意外な食材も糠漬けに

“老後の楽しみ”が
いつしか事業に

ISICO が昨秋、香林坊大和で開催した「石川の
こだわり商品フェア」にも出展。準備した商品は
すぐに完売し、慌てて追加するほどの人気だった

「子どもや若い方、都会の人にもおいしく食べてもらえるような糠
漬けを作りたい」と商品開発に知恵を絞る池田代表

サバの身にこだわりの糠をたっぷりと付けて、
樽で熟成させる。仕込んでから商品が出来上が
るまでには約 1 年を要する
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  焼き上がるまで
  パッケージを密封

　能登で獲れた魚介類や海藻を
珍味などに加工するヤマトでは、地
元産の海の幸を使って、電子レンジ
で加熱調理して手軽に食べられる
新商品を開発している。
　その第一弾として、約4年前から
販売しているのが「レンジで焼きい
か」（300円）だ。これは、能登町の
小木港で水揚げされたスルメイカ
を使った商品で、内臓や軟骨を取り
除いた身を天然塩で調味した後、
乾燥させ、真空パックしたもの。袋
に入れたままレンジで1分ほど加熱
するだけで、ほどよく焦げ目が付い
たあつあつの焼きイカが出来上が
る。独自の手法でイカを乾燥させる
ほか、焼き上がるまでしっかりと熱
を封じ込め、その後、自然に蒸気を
逃がすようパッケージに工夫を施し
ているため、単に焼いたイカをレン
ジで温めなおす商品とは違って、焼
きたてのおいしさを味わえる。
　そもそも小木港は北海道の函
館、青森の八戸と並ぶイカの三大
漁港で、ここで獲れたイカは「小木

物」として高値で取引される。中で
も、「レンジで焼きいか」が使用して
いるのは船内で瞬間冷凍した「船
凍イカ」で、イカの旨味がたっぷりと
詰まっていて、食感もプリプリだ。
　平成21年度には、いしかわ産業
化資源活用推進ファンド事業（活
性化ファンド）に採択され、助成制
度を活用してパッケージの見直しな
どに取り組んだ。

  フクラギやサワラも
  夏までに商品化

　同社の笹野好伸社長がレンジ
用商品の開発に力を入れる背景に
は、「能登の魚を地元で加工し、能
登ブランドで流通させたい」という
思いがある。品質に優れた小木産
のイカも、加工用の素材として出荷

されたのでは、産地がPRされる機
会はない。それなら、地元で加工
品を作れば、能登ブランドをもっと
アピールできると考えたのだ。
　商品の企画にあたっては、「マン
ションで暮らす都会の消費者でも、
煙や生ゴミを気にせず、手軽に食べ
られる商品にしたい」と、レンジで
最終調理する方法を考案した。
　焼きイカのほかにも、これまでサ
ザエの身を肝や能登産の味噌、日
本酒で味付けした「さざえ味噌の
壺焼き」（2個・800円）を商品化。今
年7月に東京ビッグサイトで開かれ
る「ジャパン・インターナショナル・
シーフードショー」には、レンジで加
熱調理して食べるフクラギ、サワラ、
ホッケ、カレイを出品するため、現
在、試作の真っ最中である。
　また、これまでは関西圏のスー
パーなどに販路が限定されていた
が、今年の夏までにネットショップ
を立ち上げ、販売チャンネルの拡大
を図る計画だ。

小木産の新鮮なイカを
手軽なレンジ用商品に

（株）ヤマト
鳳珠郡能登町七見76
TEL. 0768-67-1722
■ 代 表 者 笹野  好伸
■ 設 立 昭和62年1月
■ 資 本 金 1,000万円
■ 従業員数 15名
■ 業務内容 乾燥珍味食品製造、魚介類
　　　　　　  加工、鮮魚卸売
● http://www.noto-yamato.co.jp/

新パッケージは、イカ釣り漁船の写真や「能登小木港
の一本釣り」といった文言を入れるなど、改良を加えた

あらかじめ切れ目が入れてあるので、食べやすく、調理中に反り返ることもない。酢の物などの材料としても重宝する

現代の生活スタイルに合わせ、能登の魚介類を手
間がかからず、食べやすいレンジ用商品に加工して
売り込む笹野社長
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  染付の器31点を
  百貨店で販売開始

　上出長右衛門窯では世界的にも
著名なデザイナーであるスペインの
ハイメ・アジョン氏と協働で新商品
を開発した。
　新商品のラインアップは徳利、湯
飲み、急須、丸皿など31点。いずれ
もハイメ氏がデザインした文様が、
長右衛門窯の持ち味である深い藍
色の染付をベースに表現されてい
る。また、愛らしい小鳥のくちばしが
注ぎ口となったしょう油差し、口や
鼻を模して、組み合わせると人の顔
のようになる小鉢など、器の形にも
ハイメ氏の感性が生かされている。
　これらの商品は、昨秋に東京ミッ
ドタウンをメイン会場として開かれ
たデザインイベント「デザインタイド
トーキョー 2010」でお披露目され、
公式ガイドブックの表紙を飾るな
ど、大きな話題を呼んだ。今年5月

には西武渋谷店で、期間限定
で販売をスタート。秋までに
首都圏の複数の百貨店でも
販売を計画している。

  外部からの刺激で
  伝統に変革を

　リヤドロ、バカラ、スワロフ
スキーといった有名ブランド
との協働で知られるハイメ氏が日
本のブランドとコラボレーションす
るのは初めてのこと。2年前のデザ
インタイドトーキョーにおける、ハイ
メ氏と長右衛門窯6代目の上出惠
悟氏との出会いが契機となった。
長右衛門窯にとっても外部デザイ
ナーの起用は初めての経験だ。
　制作を前に、5代目の上出雅彦
氏がハイメ氏にオーダーしたのは

「実用的な器を」という一点だけで
ある。ただ、「九谷焼や長右衛門窯
はもちろん、日本の文化を理解した
上で仕事に取り組んでほしい」と、
東京や石川にある社寺や歴史的な
町並み、伝統工芸の制作現場を訪
ねたり、温泉や日本食を堪能するな
ど、計20日間にわたって行動を共に
し、日本文化を理解してもらうと同
時に、信頼関係を育んだ。
　商品化にあたっては、ハイメ氏の
デザイン画を基に職人が一つひと
つ丁寧に手書きし、例えば、しょう
油差しならば液だれしないように
と、使い勝手にもこだわった。今後、
第二弾を制作するほか、ヨーロッパ
への販路拡大を目指す。

　九谷焼には、江戸時代に青木木
米や永楽和全を京都から招いて再
興、活性化を図るなど、外部からの
刺激によって変革を遂げてきた歴
史がある。雅彦氏は「今の時代なら
海外からデザイナーを招いても不思
議じゃない」と話し、青手や色絵と
いった九谷焼の伝統的な様式と同
様に、「100年後も受け継がれる様
式にしたい」と期待をかけている。

10

海外の
有名デザイナーを起用
新感覚の九谷焼が評判に

ハイメ・アジョン氏の感性
と上出長右衛門窯の技
が光る「しょう油差し」

（写真右/26,250円）と
「徳利」（18,900円）

上出雅彦氏は著名な外国人デザイナーを起用し、九谷
焼の歴史に新風を吹き込んだ

時には素焼きの器に直接デザイン画を描くなどして
イメージを膨らませたハイメ・アジョン氏

上出長右衛門窯
能美市吉光町65
TEL. 0761-57-3344
■ 代 表 者 上出 雅彦
■ 創 業 明治12年
■ 従業員数 12名
■ 業務内容 九谷焼（美術工芸品、割烹食
　　　　　　  器、日用食器）の製造、販売
● http://www.choemon.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
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　竪町商店街と金沢フォーラスに3
店舗を構え、バッグやアパレルを販
売するエースでは、現在7つのネット
ショップを運営している。近年、実
店舗の集客、販売が横ばいで推移
するなか、右肩上がりで伸びている
のがネットショップの売り上げだ。
　ネットショップの中核となる「クー
ルキャット」は人気ブランドとして
知られる吉田カバンの正規取扱店
で、自社ショップに加え、楽天市場
店とAmazon店を展開。3店舗を
合計した年商は、実店舗の約5倍と
なる3億5,000万円に達する。
　吉田カバンは幅広い世代に人気
のブランドだけに、ネット上でも数
多くのショップがしのぎを削る。同
店の運営責任者を務める松田卓也
部長も「どの店で買っても品質や
価格は変わらず、セールもしないの
で、他店との差別化は難しい」と話
す。そこで同社が力を入れるのが
ホスピタリティーの向上だ。

　例えば、商品紹介ページでは、荷
物を入れた様子や肩に担いだ着用
例など、時には、1商品につき30
点にも及ぶ写真を掲載。「少しでも
手にとって選ぶ感覚に近づけたい」
（松田部長）と、あえて撮影マニュア
ルを設けず、商品ごとに自分が購
入者だったら何を確認したいのか
を想像しながら撮影している。
　ほかにも、バッグの修理を受け
付けたり、単価の低い小物も販売
するなど、手間がかかるわりに利
益が少なく、他店が敬遠するよう
なサービス、品揃えにも注力。こ
うした取り組みが奏功し、同店は
吉田カバンを取り扱う全国のネッ
トショップでも上位の売り上げを
誇っているのだ。

　同社では、今年9月にネット
ショップのリニューアルを予定して
いる。目的の商品にもっと早くたど
り着けるよう工夫を加えるほか、修
理の依頼者に次回購入時に利用
できるクーポンをプレゼントする新
企画を盛り込むなど、さらにホスピ
タリティーを追求する。

　一方で、商品でも独自色を打ち出
そうと、昨年12月には吉田カバンと
の信頼関係を生かして、コラボ商
品を開発した。懐かしいテレビゲー
ムやキャラクターをモチーフにした
ポーチやコインケースで、全国の吉
田カバン愛好者から注文が寄せら
れている。

　昨年には、ISICOが運営する
バーチャルモール「お店ばたけ
ISHIKAWA」にも出店。松田部長
は「他店の取り組みを勉強したい
し、他の事業者とも連携したい」と
話し、ネットショップの一層の飛躍
を目指し、意欲を燃やしている。

30点もの写真で
詳しく商品紹介

秋にショップを刷新
コラボ商品も好評

（株）エース

http://www.ace-company.net/~coolcat/

吉田カバンの販売で全国上位
ホスピタリティーで差別化
■ 所 在 地  　金沢市竪町44 ACEビル 1F
　　　　 　TEL. 076-223-8880
■ 代 表 者  　乙村 要介
■ 創　　業 　大正10年

■ 資 本 金  　 3,000万円
■ 従業員数 　 31名
■ 事業内容 　 バッグやアパレル、古着などの販売

［かばんのクールキャット］

ネットショップのトップページ。平成12年に自社ショップをオープン
し、平成16年に楽天市場店、平成20年にAmazon店を開店した

松田部長はお客様の目線を大切にし、使い心地
など、カタログやプレスリリースに書かれていない
情報を掲載するよう心がけている



フロム・ユーザーズ

設備貸与制度の利用者に聞く

From
USERs ISICO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。

　プラスチック射出成形機や繊維機
械、工作機械の主要部品として使わ
れるシャフトやスピンドル（回転軸）
の精密加工を得意とするサンエー精
機。ミクロン単位の精度の高い仕事
が持ち味で、取引先には大手上場企
業の名前がずらりと並ぶ。
　3 年前からはISICOの設備貸与
制度を利用して、CNC立形複合研削
盤、CNC 横形複合研削盤など、4 台
の研削盤を順次導入した。 「これに
よって、より高い精度を求められる仕
事の受注に向け、生産体制が整った」
と話すのは同社の山本利也社長だ。
　例えば、同社の柱の一つである工
作機械では、消費電力を抑えた “エ
コ機”が増加している。省エネ化を図
るためには、より部品の精度を上げる
必要があり、シャフトやスピンドルにつ

いても、これまで以上の同軸度、真円
度が求められる。そういった場面で、
これらの複合研削盤が威力を発揮す
るというわけだ。
　また、山本社長はここ数年、「環境
に優しい製品づくりで社会に貢献し
たい」と、鉄道車両関連の省エネ型
空調設備の受注にも積極的に取り組
んでおり、これらの製造にも新たに導
入した研削盤が活躍している。

　ところで、同社が設備投資した時
期はちょうどリーマン・ショックで景気
が冷え込んだ時期と重なる。同社で
も、受注は大きく落ち込んだが、半年
後には見事Ｖ字回復を果たしている。
　その背景にあるのは、決して設備
の導入だけではない。「仕事がなけ
れば、取りに行けばいい」と、山本社

長は新規の取引先を求めて10カ月
で約 40 社を訪問、4 社を受注に結
びつけた。従業員は手の空いた時
間に作業標準書を作成。その数は
300 種に及び、作業の手順やコツを
明文化することで、品質の均一化や
向上に役立てている。
　さらに、困難な仕事でも、オリジナ
ルの治具を作るなど、従業員が知恵
を絞って乗り越えた。加工する際に素
材を固定するチャックもその成果で、
厚さ2ミリの薄肉素材を固定できるよ
う工夫した。このチャックは ISICO
の専門家派遣事業を利用して特許を
申請中で、今年の石川ブランド優秀
新製品にも認定されている。
　このほか、工作機械では刃物台な
どの製造で必要となる複数の部品
をキット化して納品する取り組みをス
タートした。多いときには 40点の部
品の製造を一手に引き受け、1台分
ずつまとめて届けるサービスで、在庫
管理の手間が省けるなど好評だ。
　山本社長は今後も難易度の高い
仕事へのチャレンジを通して、業績
拡大を図る考えだ。

従業員の創意工夫が
石川ブランドに

一層の精度アップを目指し、
4台の複合研削盤を導入

（株） サンエー精機
■ 所 在 地  かほく市遠塚ロ27
　　　　　     TEL.076-285-1728
■ 代 表 者  山本  利也
■ 創 　 業  昭和48年3月
■ 資 本 金  4,600万円
■ 従業員数　36名
■ 事業内容　工作機械、射出成形機、繊維機械、

モーターなどの部品製造
● http://www.san-ei-seiki.co.jp/

省エネ製品の
部品を受注

CNC立形複合研削盤など、難易度の高い仕事を受注する環境を整えた山本社長（写真右）。山本社長の手前に見える
のが、石川ブランド認定製品に選ばれたチャック

4年前に導入した超精密3次元測定器。出荷前に、製品
の真円度などを厳密に検査する
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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。

13

金属製よりも30％安く

　鋳造用に合成樹脂で金型を製造
する北日本テクノスでは、 バスの車体
に使われる大型部品向けに、プレス
用の樹脂製金型を新たに開発した。
　樹脂製金型は、金属を切削加工
して作る金型に比べると製造コスト
は安いが、強度が低く摩耗しやすい
ため、量産用のプレス加工には適さ
ず、従来は試作用などとして使われ
てきた。
　同社が新たに開発したプレス用
の樹脂製金型は、強度を上げるた
めに、エポキシ樹脂に硬化剤を配合
した独自の樹脂を採用。その結果、
これまで2,400回程度しか耐えられ
なかったプレス機での使用回数を
3,000回以上に伸ばすことに成功し
た。金属製金型に比べ、製造コスト
は約30％も安く、製造に要する時間
も50％以上短縮できる。

　また、金属製ならば一旦製造して
しまうと変更が困難だが、樹脂製の
場合、表面の樹脂を削り取って造り
直すだけでよく、設計変更にも素早
く、安価で対応可能だ。
　開発にあたってはバス車体製造
最大手のジェイ・バス （小松市）や樹
脂メーカーの日新レジン（神奈川県）
と協力したほか、金沢工業大学と
石川県工業試験場が耐久性などの
試験、評価を担当。平成20年度に
経済産業省の戦略的基盤技術高
度化支援事業に採択され、3年計
画で研究を進めた。

モデルチェンジが容易に

　「日本車を製造するための金型
はすべて金属製だが、ヨーロッパで
は樹脂製の金型で量産する車も多
い」。そう話すのは北日本テクノスの
田中稔社長である。乗用車に比べ

て生産台数の少ないバスならば樹
脂製金型のメリットが生かせると考
え、平成17年からバスの骨格部品の
製造を受注し、強固な信頼関係を
築いてきたジェイ・バスに共同開発
を提案した。
　車は部品点数が多く、1台の車を
開発、製造するためには数千万円か
ら数億円の金型費が必要と言われ
る。安価な樹脂製金型は大幅なコス
ト削減に貢献するうえ、多品種少量
生産に適しており、車体のモデルチ
ェンジもしやすくなる。複数の部品
を一体化し、プレス加工すれば、生
産効率の向上や軽量化にも役立つ。
　研究開発を終え、今年度からジェ
イ・バスへの納品を本格化する計画
で、田中社長は今後、次世代車の素
材として有望視される炭素繊維の
成型に役立つ樹脂製金型の開発も
視野に入れている。

バスの製造コスト低減へ
強度の高い樹脂製金型を開発

（株） 北日本テクノス
■ 所 在 地  小松市五国寺町ホ102-2
　　　　　   TEL.0761-47-1182

■ 代 表 者  田中  稔
■ 設 　 立  昭和49年9月
■ 資 本 金  3,000万円
■ 従業員数   86名
■ 事業内容　各種樹脂製金型の製造、自動車部品の

板金加工・組立など
● http://www.nj-technos.co.jp/

北日本テクノスが開発した樹脂製金型のサンプル。金属製に比べ、格段に軽く錆びない
ため、取り扱いしやすく、メンテナンスも容易だ

かつてヨーロッパで樹脂製金型について学んだ
田中社長。長年、ホンダ車の試作、開発に携わった
経験もある

樹脂製金型の断面図。
3層構造になってお
り、設計変更があった
場合は表面の黒い部
分だけを削って作り
替える
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総務企画課 ☎ 076-267-1239

▶ 組織の管理と事業の総合調整

総務企画部

IT・コンテンツ産業の振興、企業の情報化のた
め、ITビジネス塾や新情報書府事業を実施して
います。
また、4千本超のDVD・ビデオの無料貸し出し
や、ネットショップの訓練の場として「お店ばた
け」（75店出店）の運営も行っています。

産業情報課 ☎ 076-267-1001

県内中小企業の素材、加工、組み立て技術・製
品開発力を、県外大手企業へ紹介・斡旋し、新
規受注の拡大を図ります。受注機会の拡大のた
め、中小企業技術展、受注開拓懇談会、技術提
案型展示商談会等を開催します。

受注開拓課 ☎ 076-267-1140

社員の採用や定着に関する相談に人材アドバ
イザーが対応します。また、人材獲得に向けた
企業の魅力発信やマッチング・人材育成・技術
習得のためのセミナーなどを実施します。

人材支援課 ☎ 076-267-1145

地域資源を活用した新製品や石川ブランド優秀
新製品等を、全国の百貨店、専門小売店等のバイ
ヤーへ橋渡しをして販路開拓を支援しています。

販路開拓課 ☎ 076-267-1140

▶ IT 産業の振興、中小企業の情報化支援
▶ 産業人材の確保・育成支援

▶ 受注開拓支援、販路開拓支援

産業振興部

販路開拓推進部

県内中小企業の首都圏進出を後押しするため、東京都
千代田区麹町に貸しオフィス12室（月額84,000円）を
設置しています。

石川県ビジネスサポートセンター

県内中小企業のさまざまな課題解決に向けて、
専任アドバイザーが窓口相談を行っています。
また、必要に応じて、外部の専門家（公認会計
士、弁護士、中小企業診断士など）からなる個
別支援チームを編成し、具体的な事業の再生
計画策定を支援します。

☎ 076-267-1189

▶ 中小企業の事業再生の支援

再生支援室

中小企業診断士などの専門家を派遣し、具体
的・実践的なアドバイスを行っています（平成
22年度は221社の企業が各種専門家派遣制
度を活用されました）。

経営支援課 ☎ 076-267-1244

ベンチャー企業や起業をめざす方へのアドバイ
スを行っています。また、将来の成長が期待さ
れる革新的ベンチャー企業を発掘し、集中的
なサポートを行っています。

新事業支援課 ☎ 076-267-1244

経営基盤強化のための設備投資についてアド
バイスと金融支援を行っています。
金融支援では、設備代金の1/2を無利子で融
資する「設備資金貸付制度」や、ISICOで設
備を購入し、割賦やリースで返済していただく
「設備貸与制度」があります。

設備資金課 ☎ 076-267-1174

▶ 中小・ベンチャー企業の創造的事業活動の促進
▶ 経営基盤の強化、経営革新など総合支援

経営支援部
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産学官・産業間連携による研究開発プロジェク
トを支援するため、新製品や新技術の開発にか
かる経費の一部助成や、企業と大学・工業試験
場等との共同研究のお手伝いを行っています。

技術開発支援課 ☎ 076-267-6291
ベンチャー企業や研究意欲にあふれる中小企
業などをサポートするインキュベート施設で
す。24時間・365日利用可能な5㎡、25㎡、50
㎡の3種類の大きさのスペースを低賃料で貸し
出し、シャワールーム、仮眠室なども整備してい
ます。

いしかわクリエイトラボ ☎ 0761-51-0122

最大220名を収容できる大会議場、少人数か
ら100名まで対応できる会議室や、レストラン・
宿泊施設を備え会議室を使っての昼食会や、会
議後のレセプションにも対応できます。
また、北陸先端科学技術大学院大学やサイエ
ンスパーク内企業への来訪者に対しては宿泊
料金の割引サービスも実施しています。

石川ハイテク交流センター ☎ 0761-51-0106

農林水産品や伝統工芸品、観光資源などの地
域資源（産業化資源）を活用した中小企業の新
商品・新サービスの開発から販路開拓までを総
合的に支援しています。また、企業の農業参入
などへの支援や農商工連携、医商工連携によ
る新たな事業創出を促進します。

産業化資源活用推進課 ☎ 076-267-5551

知的財産を戦略的に活用しようとする県内中小
企業に対し、特許マップ作成を支援しています。
また、一般社団法人石川県発明協会と連携し特
許等取得活用支援事業を実施、知財に関する
課題解決に向けた専門家派遣を行っています。

知財活用推進室 ☎ 076-267-6291

新製品の研究開発など、創造的なビジネスを進
める企業が、ローコストで利用できる独立型の
賃貸スペースです。

いしかわフロンティアラボ ☎ 0761-51-0122

能登半島地震で甚大な被害を受けた中小企業
等が産業振興に向けて大きく前進するように、
地場産業の再生、商店街の活性化、個別企業の
業容拡大をはじめ、販路開拓などの支援を実
施しています。

企業復興支援室 ☎ 076-267-5551

能登半島地震による中小企業等の復興支援の
拠点として、県奥能登総合事務所（能登空港
ターミナルビル4階）に「能登サテライト」を設
置して4年目。復興から振興を合言葉に専任ア
ドバイザー・コーディネーターを配し、復興支援
事業や活性化ファンド事業の情報提供・相談・
フォローアップまで、きめ細かく対応します。

能登サテライト ☎ 0768-26-2333

プロジェクト推進部 サイエンスパークオフィス

地域振興部

▶ 産学官・産業間連携の推進
▶ 共同研究による技術開発支援

▶ サイエンスパークの活性化推進拠点
▶ 新産業創造の支援拠点

▶ 産業化資源を活用した新事業創出支援
▶ 地域振興プロジェクト支援

当機構が、県内企業
の皆様にとってより身
近な存 在となるよう
に努めていきたいと
思っております。

常務理事
村田 康雄

企業の皆様から、信
頼される ISICO を目
指して、誠心誠意努
めてまいります。

専務理事
横川 隆之

新任役員紹介



大豆油インキを使用し、環境にやさしい「水なし印刷」を採用。

　I S I C O は5月19日から3日間、県産業展示館2号
館で「第24回石川県中小企業技術展」を開催し、
会期中28,169人が来場しました。また、期間中に
は金沢エクセルホテル東急で「石川県受注開拓
懇談会」を開催しました。県外発注企業37社38事業所48名に対し、県内受注企業96
社112名が参加し、積極的に受注拡大に向けた情報交換を行いました。

　I S I C O は5月12 〜 14日、韓国大邱広域市で開催さ
れた「e - f u n2011」に J A P A N  I S I C O ブースとして
出展、日本から石川企業5社を含む7社が参加しまし
た。「ビジネス商談会」も開催され、今後のアライア
ンスに向けた積極的な商談が行われました。

３部門62社を
「石川ブランド」に認定

県内中小企業が
独自の技術や製品を紹介

韓国大
テ

邱
グ

広域市の展示商談会に
石川企業 5 社が参加

平成23年度 石川ブランド優秀新製品一覧

　「石川ブランド優秀新製品」とは、石川県内
の中小企業が開発した新製品の中から、石川県
の審査をパスした、優秀な製品に対して与えら
れる称号です。以下、部門別に金賞、銀賞、銅賞
の受賞企業を紹介します。全62社の認定企業
はISICOのホームページに掲載しています。

石川県中小企業技術展／石川県受注開拓懇談会

e-fun2011

「石川ブランド優秀新製品」の金賞、銀賞、銅賞
を受賞した皆さん。認定証の授与式では谷本知
事から激励を受けました

販路や受注機会の拡大に向け、技術力を
アピールした中小企業技術展

ISICOが平成15年度から交流する大邱
広域市で開催された「e-fun2011」

イシコ・トピックス

　梅雨空のうっとうしい季節ですね。で
も、おいしいものを食べると気分も晴れ晴
れとしませんか？ 6 〜 7ページで紹介し
た池田商店の「こんかこんか」は親子2人
の愛情がたくさん込められたサバのぬか
漬け。まろやかな味わいにリピーターが増
えているそうです。そういう私も、昨年11
月に開催された「石川のこだわり商品フェ
ア」で口にして以来、大ファンになりました。
先日も、取材で「同じ発酵食品のチーズと
の相性は抜群」と聞いて、早速ピザにトッ
ピング。お酒にぴったりでしたよ。

　ところで、トピックスでもご紹介しま
したが、5月に韓国の大

テ
邱
グ

広域市で開
催されたデジタルコンテンツイベント

「e-f un2011」に県内企業の方 と々一緒に
参加してきました。開幕式の司会は韓流
スターのイ・ジュンギ。すると、会場には日
本からわざわざイ・ジュンギだけを見に来
たという約20人の日本人女性の姿が…。
梅雨空をものともしない女性パワー。もち
ろん、私もパワー全開で追っかけ、ではな
くて、しっかり仕事してきましたよ。
　今年度も皆様にわかりやすく元気がで
る情報を発信していきたいと思っておりま
すので情報誌「ISICO」をよろしくお願い
いたします。（藤）
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［印刷所］ ㈱ 橋本確文堂／金沢市増泉4-10-10

FAX




