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地域経済活性化のキーワード

“農商工連携”で見えてきた
新ビジネスのきざし
（株）上野組／（株）麝香重機建設／（株）スギヨ

02  巻頭特集

建築資材を活用した栽培方法に取り組
んでいる輪島市三井町のゴボウ畑。（株）
上野組が考案したこの方法によって、収
穫作業の省力化が図られる。
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地域経済活性化のキーワード

　商工業を営む企業と農林水産業を営む生産者
が協力して新たな商品やサービスを開発する
「農商工連携」の取り組みが注目を集めている。
単に農林水産物を売るだけでなく、企業が持っ
ている技術開発力や経営ノウハウを取り入れる
ことは、新商品開発や販路開拓などにつながり、
地域経済を活性化させる効果がある。また、生
産者にとっては生産効率の向上や担い手不足の
解消につながるほか、企業にとっては新たなビ
ジネスチャンスの可能性が広がる。
　平成 17 年には改正農業経営基盤強化促進法
が施行され、それまで制限されていた企業の農
業参入が解禁されたほか、今年 5 月には生産者
と企業が協力した事業展開を支援する農商工連
携促進法が国会で可決されるなど、環境も整っ
てきた。ISICO でも、地域の産業化資源を生か
した新ビジネスの創出を支援する「いしかわ産
業化資源活用推進ファンド」を創設し、農商工
連携による取り組みをサポートしている。
　こうした状況の中、石川県内でも農商工連携
の動きが本格化してきた。今回の特集では、建
設業者としてはじめて農業参入を果たした（株）
上野組と（株）麝

じゃこう

香重機建設、昨年から農業事業
をスタートした（株）スギヨの挑戦を紹介する。

 土木建築業ならではの発想で
 わずらわしい収穫を省力化

　土木建築業の上野組が挑戦してい
るのは幻の野菜と言われる細屋ゴボ
ウの栽培だ。現在、輪島市三井町細
屋地区にある約 330㎡の畑では青々
とゴボウの葉が繁っており、秋には
1,000 〜1,500 本のゴボウを収穫する
予定だ。
　たっぷりと養分を含んだ粘土質の
土壌を持つ細屋地区のゴボウは太く
て身が柔らかく、味が良いのが特徴
だ。明治時代以降、栽培が盛んになっ
たが、近年は高齢化が進み、生産
量が激減。今ではほとんど市場に出
回らなくなってしまった。
　幻の細屋ゴボウを復活しようという
上野組の取り組みで注目すべきは、土
木建築業者ならではとも言えるその栽
培方法である。型枠と呼ばれる建築

昨年秋に地元農家や金沢大学と協力して試験栽培した細屋ゴボウ

“農商工連携”で
 見えてきた
 新ビジネスのきざし

巻頭
特集
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資材で囲った場所に土を入れ、ショベ
ルカーで押し固めた上で種をまく。ゴ
ボウが十分に育ったら、型枠を外し、
土を崩せば簡単に収穫できる仕組み
だ。地面が1mほどせり上がったよう
になるため、面倒な雑草を取る作業も
腰をかがめずにできる。
　「型枠はコンクリートを流し込んで成
形するための仮枠で、簡単に組み立て
たり、外したりできる。最近は工事が
減っていたので、倉庫に山のように積
んであったのを利用した」と話すのは
同社の上野吉夫社長である。
　通常、ゴボウは1mほどにまで成
長したところで収穫する。収穫する
際、60〜 70cmまでは手で掘り進み、
その後、ゴボウを引っ張り出す。昨
秋、試験的に栽培したゴボウを自ら
収穫した上野社長は「2本引き抜い
たらヘトヘトになった。とてもじゃ
ないが高齢者にできる仕事じゃな
い。生産量を増やすためにも、もっ
と省力化できないか」と考え、建築
資材を使った栽培方法を考案した。
　この栽培方法がうまくいけば、
来年には作付面積を 4〜 5倍に広
げる計画だ。

ブランド戦略や商品企画は
金沢大学と協力

　上野組が農業への参入を決めた理
由の一つは業界の冷え込みにある。
上野社長は、「インフラが十分に整備
された状況では、今後、土木建設業
がますます厳しくなるのは目に見えて
いる」と話し、数年前から、新分野
進出セミナーなどに積極的に出席した
ほか、2年前からは県施設の指定管
理者としてキャンプ場の管理、運営に
当たるなど、新たな柱となる事業を模
索していた。
　上野社長が細屋ゴボウについて知っ
たのは、昨年の春のことだ。地域の
集まりで、この幻のゴボウについて耳
にした上野社長は、「会社には農家出
身者も多く、抵抗感なく取り組める。
本業が暇になる春先は農繁期にあた
るのも好都合だ」と考え、参入を決意
した。法改正によって平成17年度か
ら農地の借り入れが解禁されていたこ
とも、上野社長の背中を後押しした。
　昨年の試験栽培は地元農家の協力
も得て成功したが、販路の開拓や加
工はこれからの課題だ。今回の取り

組みは、石川県と大学コンソーシアム
石川の「地域課題研究ゼミナール支援
事業」に採択されており、ブランド戦
略などは知的財産の専門家である金
沢大学法学部の大友信秀教授の研究
室と連携。研究室ではブランドロゴの
制作、お茶やタルトなど細屋ゴボウを
使った加工食品の企画などを行ってい
る。上野組でも、食品加工のノウハウ
を持つ県内メーカーと情報交換しなが
ら商品展開の可能性を探る。
　「後継者不足などによって、ふるさと
の農地が荒れていく状況は以前から
気になっていた。事業としての成功は
もちろんだが、高齢化が進む地域の
活性化に向けた目玉になれば」と上
野社長。企業の農業参入には、地域
活性化の起爆剤としても大きな期待が
かけられている。

（株）上野組
■ 所在地 輪島市河井町20-1-47
　　　　　 TEL 0768-22-0158
■ 代表者　上野　吉夫 ■ 設立　 昭和36年2月
■ 資本金　2,000万円 ■ 従業員数　27名
■ 事業内容　一般土木建築工事業

幻のゴボウを復活させるため
建築資材を活用した

栽培方法を考案

輪島市三井町細屋地区にあるゴボウ畑。型枠を利用した新たな栽培方法は農作業を省力化する

昨年秋に地元農家や金沢大学と協力して試験栽培した細屋ゴボウ

「事業を通して、地域活性化や食の安全に貢献
したい」と話す上野社長

巻 頭 特 集
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土壌も肥料も不要
施工時の運搬も容易に

　麝香重機建設では、河北潟干拓地
に6,500㎡の土地を借り受け、スナゴケ
やハイゴケといったコケの栽培に乗り出
した。育てたコケは、歩道の植樹帯な
どの防草用に利用するほか、将来的に
は屋上緑化や壁面緑化の資材として活
用する計画だ。
　植樹帯は手入れを怠ると雑草が生えて
くるため、定期的にそれらを刈り取る必
要があるが、草花や樹木の周りにコケ
を植えておけば、雑草が生えにくくなり、
メンテナンス費用の低減につながる。
　通常、芝やセダムが用いられる屋上
緑化や壁面緑化についても、コケを用
いれば水やりや雑草を手入れする手間
が省けるので維持、管理が容易になる。

　また、屋上緑化用の資材は1㎡当た
り60kgにもなり、既設の建築物に施工
する場合、建物の強度を構造計算によっ
て再度確認しなければならないケース
がある。しかし、体全体で水分を吸収
するため、土壌や肥料を必要としないコ
ケならば、従来品の約1/10 程度にまで
資材を軽量化することが可能となり、構
造計算しなくても済む上、施工時の運

搬や取り扱いも簡単になるという。コス
トは既存の緑化システムとほぼ同等の
見込みで、もちろん、断熱効果など屋
上緑化のメリットは、芝やセダムを使っ
た場合と同様の効果を期待できる。
　同社の仕事の多くは公共工事による
ものだが、公共工事の減少によって、売
り上げこそ維持しているものの、利益は
減ってきた。そのため、公共工事に依
存しない事業の育成を急務としてきた。
同社の麝香敏信社長は、「5年以内に1
〜2億円規模の事業に育て、将来は全
国展開したい」とビジョンを描いている。

 栽培技術は独自に研究
 今夏、3,000㎡に植え付け

　事業化のきっかけとなったのは、昨
年初め、麝香社長がとある芝生の生産
業者を訪ねたことだった。芝生を放って
おいたら、コケに浸食されて困っている。
そんな話を聞いた麝香社長は、コケは
体全体で水分を吸収すること、根は体
を固定するためにあり、土がなくても生
育できることなどを知り、「芝生よりも強
く、土もいらないのならば、コケを使っ
た緑化ができるのではないか」という考
えが頭に浮かんだ。
　全国を見渡しても、コケを大量に栽
培している業者は見当たらなかったの
で、独自に育成することに決め、10 種
類以上のコケを試験栽培し、直射日光
や乾燥に強く、管理しやすい品種を見
極めた。かほく市や津幡町の協力を得
て、公共施設内で試験を行い、防草
効果を確認した。
　今年度は、3,000㎡の敷地にスナゴケ

やハイゴケを植え付ける計画にしてい
る。今年植えたコケは、製品として活用
できるまでに3年かかることから、かほ
く市内で数カ所、自生しているコケを確
保した。当面の受注に関しては、自生し
ているコケを使って施工する。当初は防
草用の受注を取り込み、その間に自前
のコケを育てると同時に、屋上緑化や
壁面緑化のノウハウを蓄積する考えだ。
　まったくの異業種への取り組みに関し
て麝香社長は、「不安がないことはない
が、じっとしているわけにはいかない。
可能性があるものならば、何でも挑戦し
たい」と意気込みを見せる。コケの栽
培そのものは初めてに違いないが、販
路は土木や建設で培ったネットワークを
生かすことができるのは強みだ。
　コケを使った緑化は全国でも例が少
なく、石川発の新たな緑化システムの提
案に期待が集まる。

（株）麝
じゃこう
香重機建設

■ 所在地 かほく市白尾タ16-11
　　　　　 TEL 076-283-0363
■ 代表者　麝香　敏信 ■ 設立　 昭和26年3月
■ 資本金　2,000万円 ■ 従業員数　16名
■ 事業内容　土木建築業、とび工事業、土木・コンクリート
 　工事業、コケを使った防草処理など
● http://jako.jp/

防草処理工事のモデル。土の上に防草シートと炭を敷き、その上にコケを植える

新事業に意欲を見せる麝香社長（写真中央）と社
員。地面に見えるのはかほく市内で自生するコ
ケ。水を巻くと鮮やか緑色に変化した。

コケを活用した防草処理工事の施工例。
写真上は施工前で、除草から約1カ月後の状態。
写真下は施工後、9カ月が経過した状態

軽量で手入れも簡単
防草、緑化用のコケを栽培

施行前

施行後
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 地産地消型商品で
 売り上げ 20％アップ

　魚肉練り製品の加工・販売を手がける
スギヨでは昨年5月、七尾市能登島で
農業事業を本格的にスタートした。平成
17年に施行された改正農業経営基盤強
化促進法による農地貸し出し解禁に伴う
参入企業の県内第1号で、1年目はキャ
ベツやニンジン、タマネギ、カボチャ、
サツマイモ、ジャガイモを合計約70トン
生産した。2年目となる今年は、農地面
積を昨年の4.5haから11.5haに拡大し、
ゴボウやアズキの試験栽培にも取り組ん
でいる。
　6月には、能登野菜「沢野ごぼう」を
生産する沢野ごぼう事業協同組合とオー
ナー契約を結び、約40キロを収穫する
権利を取得しており、付加価値の高い商
品開発に生かすと同時に、組合の生産
ノウハウを自社の野菜栽培に反映してい
く方針だ。
　農場長で野菜ソムリエの資格を持つ
同社の半澤咲子係長は、「保水性とある
程度の硬さを持つ能登島の赤土のおか
げで、野菜が少しずつ育つので甘みが
高い。農薬の使用も極力控えている」と、
品質に自信を見せる。
　収穫した野菜はすべて自社の製品
に活用している。「新鮮な野菜をスピー

ディーに加工するため、昨年、自社工場
内に野菜カット設備も整備した」と話す
のは、農業事業での商品開発を担当す
る川上和孝課長だ。自社内でカットして
いるため、野菜そのものを販売する場合
に比べて、大きさや形で区別されること
がなく、生産したものを無駄なく商品化
につなげられるメリットもある。
　今年1月には、魚肉に野菜を加えて
揚げた人気商品「加賀揚」の材料に、
栽培したキャベツやニンジンを使い、北
陸地域限定で3カ月間販売した。パッ
ケージには、「能登島野菜」の使用を示
すシールを張り、産地をアピールしたと
ころ、通常時よりも20％近く売り上げが
伸びたという。地元でとれた野菜を加工
し、地元の消費者へ届ける取り組みは、
まさに地産地消のモデルケースとも言え
る。今後は既存の商品に使用するだけ
でなく、安全性と健康面にこだわった新
商品の開発も進めていく。

 奥能登への
 農地拡大も計画中

　順調な滑り出しを見せたスギヨの農業
事業は、生産から加工、販売にいたるま
でトータルにかかわることで、より安全・
安心でおいしい食品を消費者に届けるこ
とが目的だ。
　さらに、農業事業を通した地域振興
も大きな狙いのひとつで、農業事業を統
括する室屋雅啓取締役は、「当社のコア
とも言える練り製品事業は世界的に展開
している事業だ。一方で、地域に根ざ
した取り組みも当社では重要だと考えて
いる」と強調する。例えば、パッケージ
に張った「能登島野菜」使用を示すシー

ルもその一環で、加賀野菜や能登野菜
のように能登島産をブランド化していく取
り組みだ。
　加えて、同社では5年以内をめどに、
能登島だけでなく、奥能登にも20ha規
模の農地を整備する方針。現在、スギヨ
の野菜年間使用量に対して約14％程度
となっている自社栽培の比率を高め、ゆ
くゆくは農業事業を本社から切り離し、
若手をトップとした農業法人の設立も視
野に入れている。
　生産・加工から流通・販売まで1次か
ら3次までをカバーした6次産業の確立
は、魅力ある雇用の場の創出につながる。
若手人材の都市部への流出に歯止めが
かかれば、地域活性化にも一役買うこと
になる。農業事業を核とした世界戦略と
地域戦略を両翼に、スギヨでは、さらなる
上昇気流をつかもうとしている。

（株）スギヨ
■ 所在地 七尾市府中町員外27番地の1
　　　　　 TEL 0767-53-0180
■ 代表者　杉野 哲也 ■ 設立　 昭和37年1月
■ 資本金　3億円 ■ 従業員数　650名
■ 事業内容　水産練り製品・加工品製造販売、冷凍魚塩干魚等の
 　販売、惣菜類の製造販売、菓子製造販売など
● http://www.sugiyo.co.jp/

遊休地だった場所をクワ入れから始めて農地へと整備。さまざまな苦労を乗り越え、1年目
から多くの種類の野菜を収穫した

同社の地産地消を象徴する商品「加賀揚」。
今後も能登島野菜をふんだんに取り入れた商
品開発に知恵を絞っていく農地の所有者が集まった「わいわい里づくり能登島ネ

ット」や地元農家の協力を得ながら、栽培を進めている

農業事業の商品開発を担当する川上課長（写真左）
と、農場長の半澤係長。現在、室屋取締役を含め、7
人体制で事業に取り組んでいる

県内第1号として農業分野に進出
6次産業を地域密着型事業の核に

巻 頭 特 集
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産学官連携をより活発に、より円滑に推進するため
大学と企業を橋渡しするコーディネータを紹介します。

率直に疑問を投げ掛け、
相互理解の潤滑油に
金沢医科大学研究推進センター
産学連携コーディネータ
増田 浩子氏

大学初のコーディネータとして
連携の推進役を担う

　建学の精神の一つとして社会への貢献を掲げる金
沢医科大学では、その一環として平成17年以降、産
学官連携の取り組みを本格化させている。これまで、
大手製薬企業と協力して行う基礎研究や医薬品の臨
床評価など、限定的だった連携をより幅広く、より強
化しようと、昨年5月から増田浩子氏が産学連携コー
ディネータとして着任した。
　増田氏は金沢大学大学院で分子生物学を学んだ
後、県工業試験場や研究成果活用プラザ石川（現・
JSTイノベーションプラザ石川）に勤務。産学官連
携による共同研究及び研究成果の活用や社会還元を
戦略的に行う研究成果活用プラザ石川では、企業や
大学、研究機関が協力して進めるプロジェクトの最
前線に携わってきた。
　現在は大学と企業の橋渡し役として実務の推進に
あたるほか、400名を超える研究者の得意とする技
術分野を見極め、シーズを発掘するために学内のセミ
ナーに積極的に参加したり、学内で知的財産に関する
セミナーを開催するなど、精力的に飛び回っている。
　着任から約1年が経過して、取り扱う案件の成果も
徐々に見えはじめてきた。例えば、その一つが、血流
を促して足のむくみや静脈りゅうを軽減するストッ
キングの開発である。これは、平成19年に包括協定
を交わした（株）繊維リソースいしかわからの依頼
を受けて取り組んでいるもので、弾性に富んだ特殊
な糸で作った試作品について人での評価データを集
め、フィードバックしている。
　実際に産学官連携を進めていく際には、「企業側と
大学側、お互いの理解が深まるよう、時に大学の立場
で、時に企業の立場で率直に疑問を投げ掛けるなど
して、コミュニケーションの潤滑油の役割を果たせ
るよう心がけている」という。

県内企業を招いて
技術説明会を計画

　金沢医科大学では、金
融機関が主催するビジネ
スフェアへの出展、ホームページ上での研究者データ
ベースの公開など、情報発信にも力を入れている。先
に紹介した繊維リソースいしかわのほかにも、金沢工
業大学や（有）金沢大学ティ・エル・オー、ISICOな
どとも連携体制を構築した。また、「これから学内で、
医療系の機械を製造している県内企業などを招いて
技術説明会を行い、研究者とのマッチングを図りた
い」と計画している。
　昨年には大学内の発明の特許化などについての規
程も整備。増田氏は、今年4月から大学の発明の特許
化や大学が所有する特許の維持・管理、企業との契約
などを専門に扱う北陸先端科学技術大学院大学IPオ
ペレーションセンターで技術スタッフとして勤務し
ており、「今後、金沢医科大学で生まれた研究成果を産
業界へ還元していくときに、このノウハウを生かして
いきたい」と考えている。
　高齢化が進み、健康や福祉が新産業のキーワード
とされる中、医工連携は今後ますます重要性を帯び
てくる。金沢医科大学の研究の中でも、母体の血液に
含まれる胎児赤血球を利用した胎児の遺伝子検査、
人の後方からメガネに反射して目に悪影響を及ぼす
紫外線を低減するためのレンズのコーティング方法
の開発など、注目すべきものが多い。増田氏の存在感
も、今後、一段と増していくに違いない。

持ち前の明るいキャラクターが、企業と大学の
コミュニケーションを円滑にする

●お問い合わせ
金沢医科大学研究推進センター
河北郡内灘町大学1-1
TEL.076-286-2211（内線 7235）
http://www.kanazawa-med.ac.jp/
hrc-jimu＠kanazawa-med.ac.jp
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応じて、脚部と上部の組み合わせを
変え、多様なバリエーションを提供で
きる点も大きな魅力となっている。
　また、「九谷焼を知らなかった人に
買ってもらえるようになった」と清水
専務が話すように、九谷和グラスは、
販路拡大や伝統的な九谷焼購入の
呼び水となっている。
　特にグッドデザイン賞の受賞以
降、九谷和グラスを足がかりに、同社
の販路は従来九谷焼を扱うことの
なかった都市圏の雑貨店やガラス
店、大手通販会社などへと広がって
いった。また、旅館やホテル、居酒屋、
すし店など、業務用の販路も大きく
拡大した。
　この接合技術を活用して、現在は
フルーツやデザートを入れる器など、
新たな商品開発にも取り組んでい
る。ガラスとの融合から始まった、九
谷焼の新たな歴史に注目が集まる。

業界の常識を覆す
接合技術を確立

　清峰堂が開発した「九谷和グラ
ス」は、石川県の誇る九谷焼と東京
都の伝統工芸品である江戸硝子を
見事に融合させた商品だ。現在、
同社の生産能力の約2倍となる月
間2,000個の注文が寄せられる人気
ぶり。今年4月にオープンした地
域資源を活用した商品のアンテナ
ショップ「Rin」（東京・表参道）で
も、売れ筋となっている。
　このように磁器とガラスを接合
した商品は、全国でもほとんど見
当たらない。というのも、異なる
素材をつぎ合わせるのは至難の業
であり、何とかくっついたとして
も、2〜 3カ月もすれば取れてし
まうというのが、従来の業界の常
識だったのだ。
　同社でも平成7年以降、ボンド
メーカーと協力して2種類の接着剤
を混合するなど、何度も接合を試み
たが、満足な成果を挙げられなかっ
たという。その後、同社がこの難題

■所在地　　能美市新保町ヲ48
　　　　　　TEL 0761-57-2133
■代表者　　清水　正德
■設立　　　昭和50年8月

清峰堂（株）

をクリアしたのは平成15年のこと
である。同社にもたらされた新た
な接合技術情報をヒントに、学生時
代、無機材料を専門に研究した清水
則徳専務が、試行錯誤を重ねて技術
を確立させた。詳細は企業秘密だ
が、これまでとはまったく違うアプ
ローチで異なる素材同士の接合を
可能としている。
　ところで、商品は完成したもの
の、当初の売り上げは芳しくな
かった。「乾杯に使った時、脚が外
れたら困る」。ふだん使いに十分な
強度を確保していたとはいえ、百
貨店などのバイヤーには、すぐに
取れてしまう従来品のイメージが
根強く残っていたのだ。
　このイメージを払拭したのが、
平成18年度のグッドデザイン賞
（新領域デザイン部門）受賞だっ
た。商品にお墨付きが得られた
ことで、九谷和グラスの売り上げ
は上昇軌道をたどり始めた。今
年3月には、地域産業資源活用事
業に認定され、清水専務は「一層、
信用度が向上した」とほおをゆる
ませる。

九谷焼を知らない人に
絶好のアピール

　九谷和グラスの価格は安いもので
は3,000円、人間国宝が手がけた商
品ならば18万円と、幅広い価格帯が
そろえられている。顧客のオーダーに

学生時代の研究やネットワークを活用して
技術開発に取り組んだ清水専務

ガラスとの融合で九谷焼の新たな魅力を表現する
「九谷和グラス」

九谷焼とガラスを一体化
販路拡大の切り込み役に

経済産業省が実施する地域産業資源活用事業に認定
された企業にスポットを当て、農林水産物や伝統工芸
品などを活用した商品開発や販路開拓を紹介する。目指せ！石川生まれのヒット商品

■資本金　　1,000万円
■従業員数　13名
■事業内容　九谷焼の製造、販売
●http://www.seihou-do.com/
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　建設機械のトランスミッション部品、油圧シリンダー部品な
どを製造する曽田製作所の強みは、素材の調達に始まって、
素材を調質するための熱処理、精密機械加工、高周波焼
入、研磨加工までを社内で一貫生産できる点にある。熱処
理と機械加工の両方を一手に引き受ける企業はまれで、発注
企業にとっては、納期の短縮やコストダウン、品質向上といっ
たメリットにつながっている。
　主要取引先であるコマツとは創業間もない頃からの付き合
いだ。コマツの協力企業で組織する「コマツみどり会」でも
最古参となっている。
　現在主力となっているトランスミッション部品は、屈指の技術
力を評価されて、平成7年にコマツから生産を移管された事業だ。
　海外での旺盛な建設機械需要を受けて、平成15年には工

場を増築、平成17年に
は新工場を建設し、キャ
リアと呼ばれるトランス
ミッション部品を生産す
るための専用ラインを整
備した。
　今では、コマツの建
設機械で使われてい
るキャリアのうち、約
70％を曽田製作所が製
造している。建設機械
の需要は今後も堅調な
伸びが予想され、年内
には、さらに2つのライ

ンを増設し、増産に対応する構えだ。
　また、三次元測定器などを用いた厳格な品質管理にも、
定評がある。今年開催されたコマツの粟工QCサークル発
表大会でも銀賞を受賞した。

　業容の拡大および増産に合わせて、平成14年以降は毎年
のように ISICOの設備貸与制度を活用。CNC 複合旋盤や
CNC旋盤、三次元測定器、センタレスグラインダー、横型マ
シニングセンタを導入し、生産体制を強化してきた。
　また、平成14 年からは
製造、品質管理などの現場
改善活動、業務改善活動
においてISICOの専門家
派遣事業を活用している。
このほか、販路開拓支援
事業によって、平成16 年
からクレーン・ショベルの
加藤製作所（東京）と取引
を開始し、建設機械部品
を製造。設備の貸与にとど
まらず、ISICOが実施する
受発注のあっせん、各種改善活動に対するコンサルティング
などを通して、業績向上に役立てている。
　急逝した父親の跡を継いだのは、曽田國忠社長が18歳の
ときのこと。あれから40数年、事業は順調に発展しており、「今
後は経営と技術の両面で、後継者の育成に力を入れていきた
い」と話している。

精密機械加工〜熱処理などの
一貫生産体制が強み

（株）曽田製作所
■ 所在地 小松市高堂町ロ75
　　　　　 TEL 0761-22-3878
■ 代表者　曽田  國忠 ■ 設立　 昭和10年9月
■ 資本金　1,000万円 ■ 従業員数　92名
■ 事業内容　建設機械部品（トランスミッション部品、油圧シリンダー部品、
 　ピン、シャフト）、産業機械部品の製造

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。

販路開拓などでも
ISICOを活用

厳密に温度管理された検査室では三次元
測定器を使って製品の精度を保証している

曽田社長と長男の妻の咲雅さん。工場は昨年、環境にやさしく、効率的な経営を実現する
ための環境マネジメントシステム・エコステージ認証を取得した

キャリアと呼ばれるトランスミッション部品。建設機械
の大きさに合わせて、製品も大小さまざまである

CNC旋盤などを導入し、
増産需要に応える

横型マシニングセンタ。このほか三次元測定器、センタレ
スグラインダーなどを設備貸与制度を利用して導入した
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　自家焙煎コーヒーが人気のキャラバ
ンサライでは、販路拡大に向けてネット
ショップでの販売にも力を注いでいる。
「加賀美人」や「百万石」といった金沢の
街をイメージして作ったオリジナルブレン
ドやネットショップ限定で販売する月変わ
りのコーヒー豆セットが好評だ。
　ネットショップの利用者は実店舗のブ
ランドが認知されている石川県内および
その隣県が多いという。しかし、近年で
は全国各地からの利用も着実に増えてき
た。利用者となっているのは、石川県内の
大学を卒業後、他県で就職したり、転勤で
金沢を後にした人々だ。「コーヒーは嗜好
品です。金沢で暮らしているときにファン
になってくれたお客様が、当社にしかない
ブレンドを買うためにネットを利用してく
れています」と西岡憲蔵社長。転勤族の
会社員が、移り住んだ町で評判を広めて

くれるケースもあるそうだ。

　キャラバンサライは平成12年にネット
ショップを開設した。しかし、当時はネッ
トショップそのものが黎明期ということも
あって思うような売り上げを得られずにい
た。コンテンツを見直すなど、取り組みを本
格化したのは平成17年のことである。
　ISICOのバーチャルモール「お店ばた
けISHIKAWA」に出店したのを皮切りに、
関連するセミナーへ参加したり、専門家派
遣制度を積極的に活用し、SEO対策（※
1）やPPC広告（※2）の利用、他サイトと
の相互リンク、コーヒーマイスターによるブ
ログの開設などに取り組んだ。その結果、
売り上げは順調に伸びていった。
　ブログでは、新商品をはじめ、おいしい
コーヒーの入れ方や雑学などの情報を提
供。「社員もブログに目を通すのでお互い
の働きぶりが分かり、意思疎通にも効果を
発揮する」と、西岡社長はブログがもたら
す意外な効果に目を細める。
　さらに今年は、初の試みとして父の日を
前にギフト用の企画商品を販売し、好評を
博した。「コーヒーは贈り物としても最適で、
これからも時節ごとにこうした企画を取り
入れていきたい」と、西岡社長は意気込む。
　また、同社では「キャラバンサライ」とは
別にネットショップ限定のコーヒー豆専門
店「金澤屋珈琲店」を平成18年に開設し、
新たな販路開拓に挑戦している。「地元で

はブランド力があるとはいえ、他県の人で
“キャラバンサライ”と入力して検索する人
はいない。そこで地域性を出しながら、コー
ヒー店としての認知度を高めるためにこの
サイトを立ち上げたのです」と、西岡社長は
オープンの理由を説明する。金澤屋珈琲店
では、100g3,600円のコピルアックコー
ヒーといった希少で話題性の高い商品の
販売を計画するなど、キャラバンサライとは
違ったアプローチでチャレンジしている。
　今後について西岡社長は「新しいネット
ショップでは実店舗1軒分に匹敵する売上
目標を設定している。今までの取り組みを
継続しつつ、ショップデザインなどをさらに
改善していきたい」と意欲を見せている。

キャラバンサライ（株）

http://www.caravanserai.co.jp/

ネット限定のブランドで
全国からの集客に挑戦

高品質の豆を求めてコロンビアやブラジルなどコーヒーの原産地に直接足を運ぶ西岡社長

コーヒー豆の原産地にまつわる情報などをオープンに
することがお客様からの信頼につながっている

■ 所 在 地  金沢市保古3-51
 TEL 076-240-4151 
■ 代 表 者  西岡  憲蔵　　■ 設　立　昭和62年5月
■ 資 本 金  1,500万円　  ■ 従業員数　21名
■ 事業内容 コーヒー豆の卸販売・小売販売、喫茶店の経営、 
 洋菓子の製造・販売

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

ギフト用の企画や
社員によるブログが好評

オリジナルブレンドが
転勤族にも人気

店頭ではコーヒーの知識が豊富なコーヒーマイスターが
1人ひとりに合った味をアドバイスしてくれる

煎りたてにこだわり、本店裏の焙煎工房は、毎日フル稼
働している

（※1）S e a r c h E n g i n e O p t i m i z a t i o n の略。検索エン
ジンの検索結果で自らのサイトが上位に現れるようにウェブ
ページを変更すること。

（※2）P a y P e r C l i c k（クリック課金）の略。広告主が事前
に登録したキーワードを消費者が検索すると、広告主の宣
伝が表示される。クリックごとに費用が発生する。
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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を紹介します。

ベンチャー企業やSOHOなどを支援するため、
いしかわフロンティアラボ、いしかわクリエイトラボ、
SOHOプラザクリエーションオフィス、石川県ビジネスサポートセンターといった
低料金で利用できる事業スペースを提供しています。
その入居企業の中から、独自の取り組みを見せる企業を紹介します。

T e n a n t  f i l e

  モニター調査や販促物制作で
  女性と企業をつなぐ

　Woman- Styleでは、女性をターゲットとした商品モニター
調査や販促物、ホームページの制作などを手がけている。
　商品モニター調査では、企業からの依頼を受けて化粧品の使
い勝手や食品の味、食感などを試してもらい、寄せられた意見や
感想を報告書にまとめ、商品開発に役立ててもらう。
　販促物では、例えば、スーパーの店頭で調味料などを宣伝する
ため、料理レシピが載った小冊子、モニターの声をまとめたポッ
プを企画、制作している。
　販促物の制作にあたっては、ウェブデザイナーやイラストレー
ター、システムエンジニアなど、女性のSOHOネットワークを生
かして取り組むのが特徴だ。
　どれも在宅での業務が可能な職種ばかりなので、子育てや介

護で時間をとられ
る女性でも好きな
時間に仕事をして
もらうことができ
る。「スキルがある
のですから、その
技術を使わない
手はありません。
将来的には、女性
と企業の橋渡し
役になりたい」と、

代表の成田由里さんは語り、個人で業務展開している女性たち
とのSOHOグループの輪を今後さらに広げていく構えだ。

  人脈の広がりが
  入居のメリット

　成田さん自身、今年2月にWoman-Styleを立ち上げるまでは、
自宅で仕事をしていた。そのころは、あまり人脈を広げる機会は
なかったそうだが、多くの人と会い、仕事の幅を広げたいと考え、
今年4月、SOHOに関する人材や情報が充実した「いしかわ
SOHOプラザクリエーションオフィス」に入居した。

入居後は、成田さんの業務と
かかわりがありそうな企業や
クリエーターをオフィスのス
タッフが積極的に紹介してく
れるので、人とのつながりは
格段に広がったという。「今は
人脈を増やすことが最優先だ
が、ゆくゆくはこのつながりを
仕事でも生かしていきたい」
と成田さんは話す。
　今後は、マーケティング調査等に協力してくれる女性を組織し
て、座談会やモニタリング調査を実施することで販促活動に役
立てる計画だ。また、参加してくれる女性による口コミ効果にも
期待している。「地元の企業やお店を、地元の女性たちにもっと
知ってもらい、応援してもらえるような関係を作るお手伝いをし
たい。子育てや介護で家にこもりがちな女性たちでも、商品や
サービスを試して意見を言うことはできる。少しでも社会に参加
できる喜びを持ってもらうことが一番の願い。企業やお店も女
性の意見を取り入れる姿勢が、女性ファンの獲得につながる」と
語る。9月にはサイト上からモニターの会員登録ができる予定だ。
サイトのシステム設計はオフィスの入居者に依頼した。今後も横
のつながりや人脈を大切にしながら営業に力を入れるつもりだ。

女性のSOHOと連携した事業展開が持ち味Woman-Style

SOHO クリエーションオフィス

保育所などで子どもたちに環境教育をしてい
る主婦グループ「エコ忍者」のホームページは
ボランティアで制作。地域貢献にも尽力する

■ 所在地 金沢市鞍月2-1   石川県IT総合人材育成センター1F
 いしかわSOHOプラザクリエーションオフィス
 TEL 076-268-1200
■ 代表者 成田　由里
■ 設立 平成20年2月
■ 従業員数 1名
■ 事業内容	 ホームページ制作、女性向けの販促・プロモーション、モニター調査
●http://www.woman-style.jp/

Woman-Styleのホームページでは、協力関係にある
女性クリエーターも紹介している

「ワークライフバランスを大切にしながら仕事できるのもSOHOのメリット
です」と語る成田さん



　ISICOでは7月16日に県地場産
業振興センター新館でお店ばたけ
ステップアップ講座 [Step１・第１
期／４回シリーズ ] の 4 回目の講
義を行いました。今回の講師は、タ
スクマザー代表でお店ばたけホーム
ページドクターの中野冶美さんです。
　講座では、「CMSをWebサイト
でうまく活用する方法」と題し、自
社で簡単に更新できるホームページ
の仕組みであるCMS（コンテンツ

マネジメントシステム）活用の基礎
知識と、ネットショップ運営に役立
つ最新動向及び活用事例についてお
話いただきました。
　次の講座は、お店ばたけステップ
アップ講座 [Step１・第２期 ]を、8
月20日（水）から４回シリーズで
開催します。皆様の参加をお待ちし
ております。
↓↓ 詳細はこちらをご覧ください。
http://www.omisebatake-isico.com/
katudou/h20/h20netseminar1.html

　今回の巻頭特集では、地域の新たなビジネスとして
注目されている農業へ参入した企業の取り組みをご
紹介したほか、能登復興プロジェクトは、穴水町の仮
設住宅に住む女性3人が立ち上げたお店等をご紹介
しました。本誌が御社のビジネスの参考になれば幸い
です。今回の情報誌作成に際し、取材にご協力いただ
きありがとうございました。

［発行月］ 平成20年8月（年6回発行） ［編集協力］ライターハウス／金沢市問屋町1-75 ［印刷所］ ㈱ 橋本確文堂／金沢市増泉4-10-10

ネットショップ運営に役立つ最新事例を紹介
お店ばたけステップアップ講座 [Step１・第１期]

　ISICOでは、トヨタ自動車株式会社の協力
を得まして、石川県内企業の新技術・新工法
等をテーマとしました展示会を下記のとおり
開催いたします。多数ご来場いただきますよ
うご案内いたします。

T O P I C S イシコ・トピックス

県内企業の技術をトヨタへ
石川県「新技術・新工法」
展示商談会のごあんない

記　
日　時	 ■	平成20年8月28日（木）
	 　	午前9時30分	〜	午後5時
	 ■	8月29日（金）
	 　	午前9時30分	〜	午後4時

場　所	 トヨタ自動車株式会社
	 サプライヤーズセンター	1Ｆ
	 （愛知県豊田市トヨタ町1番地）

展示内容	 部品、素材／材料、設備装置、
	 金型／冶工具、システム／ソフト
	 ウェア他

お店ばたけホームページドクターの中野さんが講義

ネットショップのオーナーらが受講し、興味深く耳を傾けた

■書籍・DVD情報
① 「事業所・企業統計調査報告  第1巻  事業所に関する集計  全国結果 (最新版 )」

② 「事業内職業能力開発計画作成のご案内」DVD
企業にとって「人材の育成 ・ 活性化」を推進することが、経営革新
を図る上で不可欠となっています。この際、中核となる「事業内職業
能力開発計画」の概要と作成のポイントについて解説しています。
I SICOのアドバイザーも出演していますので、ぜひご活用ください。

IS ICOライブラリでは、皆様のご要望を取り入れながら、随時、
書籍・ビデオ・DVDの整備を行っておりますので、どうぞお気軽
にお立ち寄りください。

ISICOライブラリをご利用ください

開館時間
月〜金曜日  午前8時30分〜午後7時30分
土曜日　　  午前10時〜午後5時

休館日
原則として日曜・祝祭日、
年末年始（12月29日〜 1月3日）
※このほか、都合により休館することもあります。

事業所数と従業者数の移り変わり、産業分類別に見た事業所数と
従業者数の移り変わり、事業所数と従業者数の地域分布、従業上の
地位別に見た従業者数の移り変わりが分かります。「事業所 ・ 企業
統計調査報告　第3巻.事業所及び企業に関する集計  都道府県別
結果  17.石川県」も合わせてご活用ください。

「下請かけこみ寺」及び
「真柄建設民事再生相談窓口」を設置しました。

　最新の原材料や原油高騰から発生する中小企業の法的
トラブル等にきめ細かく対応するために、ISICO内に弁護
士による簡易迅速な紛争処理業務を行える「下請かけこみ
寺」を開設しております。

【お問い合わせ】
（財）石川県産業創出支援機構　販路開拓課
 TEL.076-267-1219

■真柄建設民事再生相談窓口
資金繰り等にお困りのことがありましたら、専門家が適切
なアドバイス等を行います。相談は無料です。また、秘密
は厳守いたしますのでお気軽にご相談下さい。

■下請かけこみ寺

【お問い合わせ】
（財）石川県産業創出支援機構　経営支援課
 TEL.076-267-1244




