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地域資源を活用して
石川生まれのヒット商品に挑戦！
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華麗な加賀蒔絵を施される金沢漆器。
石川の地域資源を生かした商品開発、
販路開拓が次々と具体化している。
詳しくは巻頭特集をご覧ください。

【表紙撮影/黒川博司】
【撮影協力/清瀬一光（加賀蒔絵師）】
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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の取り組みが、
いよいよ本格化する。この事業は、昨年6月に施行された中小企業地域資源活
用促進法に基づくもの。農林水産物や伝統工芸品、観光資源など、各都道府県が
指定した10,000件余りの地域資源を活用した中小企業の事業計画について、
総合的に支援する仕組みである。事業計画の認定を受けた企業は、試作品開発
や販路開拓に対する補助金、政府系金融機関による低利融資、専門家によるア
ドバイスといった支援を受けられる。昨年10月、12月に審査が行われ、これ
までに全国で222件（平成19年12月現在）が認定された。今回の特集では、認
定を受けた県内中小企業８社（全国第４位）の事業計画にスポットを当てた。

　老舗の造り酒屋・福光屋では、酒造り
で培ってきた発酵技術を生かして基礎
化粧品の製造、販売に乗り出しており、今
回の事業を通してさらに競争力の強化を
図る考えだ。
　同社では約10年前から化粧品事業に
取り組み、現在では最高級ブランド「アミ
ノリセ」を筆頭に、ハーブを配合した「フ
レナバ」など3ブランドを展開している。
いずれも、保湿・美容効果の高いアミノ酸
を含んだ、独自製法のコメ発酵液を配合
したのが特徴で、防腐剤や香料、石油系
原料を一切使用しない自然派化粧品だ。
自社のネットショップに加え、通販カタロ
グ誌「通販生活」での販売が好調で、こ
こ数年の売り上げは順調に伸びている。
　県外からの受注が堅調な一方で、同社

健康美事業部の松井圭三部長は「地元
の消費者からはほとんど認知されていな
い」と話し、石川県内での認知度アップを
急務と考えてきた。そこで、昨年11月に金
沢市池田町にオープンさせたのが化粧
品専門店「サロン・ド・アミノリセ」である。
福光屋の化粧品は同社直営店でも販売
しているが、それらはあくまでも清酒の販
売がメインであり、化粧品専門店の出店
は初の試みだ。
　店内にはサンプルを用意して、実際の
使い心地を試すことが可能になっている
ほか、女性専用のエステルームが併設さ
れ、オールハンドによるフェイシャル、ボ
ディートリートメントなどが受けられる。
松井部長は「商品の良さを体感してもらう
ことで、購入につなげたい」と期待を寄せ
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地元で化粧品専門店を出店
ラインアップの充実を目指す

（株）福光屋

「カナザワビューティー」の発信拠点として期待のかかる「サロン・ド・アミノリセ」

国の認定受けて８社が始動



�

ると同時に、消費者の声をダイレクト
に聞くことで、新たな商品企画に役立
てていく考えだ。
　また、既存ブランドのてこ入れも課
題の一つである。同社は北陸3県の
企業や大学、研究機関で構成する
NPO法人北陸ライフケアクラスター
研究会の活動を通じて、フランス・ロワ
レ県の化粧品開発クラスター「コスメ

ティックバレー」と連携をとっており、
今後、「フレナバ」を国際認証商品に発
展させるなど、リニューアルを図ること
にしている。

　アースエンジニアリングでは創業以来、
固形燃料化プラントなどの製造・販売を
主力とし、環境ビジネスを展開してきた。
今回取り組むのは、都市部の気温が郊外
に比べて著しく高くなるヒートアイランド
現象に着目し、平成18年から着手した二
酸化炭素を削減する屋上緑化システムの
販売基盤の確立だ。既存の屋上緑化シ
ステムは、植物に水をまくための給水設備
が不可欠で、設置後のメンテナンスも必
要なため、同社ではメンテナンスフリーの
無灌水型緑化システムを開発した。
　このシステムの開発に先立って同社で
は平成17年、能登特産の珪藻土を使った
発泡セラミックスパネルを商品化した。人
工的にスポンジ状の構造にしたパネル
は、多孔質で吸保湿性に優れているほか、
断熱性も高く、設置するだけで冷暖房の
省エネも可能とする。このパネルにサボテ
ン科のセダムを植栽することで、雨水と空

気中の水分だけで枯れずにすむ「緑化基
盤」を完成させた。
　宇都宮大学に依頼した性能実験では、
この緑化基盤を密閉空間に置いた場合、
二酸化炭素濃度が半減することが実証さ
れた。また、首都圏での耐久テストでは、
28日間まったく雨が降らない状態でもセ
ダムが枯れることはなかった。これらの
結果を受けて平成19年4月から緑化シス
テムの販売を開始。同社のシステムは、給
水設備が不要な分だけ設備投資を抑え
られ、設置が容易なため施工期間が短縮
できるという利点があり、すでに成田空港
(新国際空港第二ターミナル)　での屋上緑
化工事などに採用された。
　発泡セラミックスパネルは現在、同社
志賀工場で生産しており、このパネルに
セダムを植栽する作業工程は提携企業
に委託している。圃場が千葉県と福岡県
にあるため、今後、中京、近畿圏で販路拡
大を図るには、圃場から納入先への運送
コストがネックとなる可能性があり、石川

県近辺でセダム植栽作業を行う圃場の
確保が急務だ。そこで、平成19年12月か
ら富山県砺波市でビニールハウスを所持
する農家に委託して、冬期間におけるセ
ダム植栽テストを実施している。
　補助金はセダム植栽テストのほか、主
要都市の潜在的な需要を掘り起こす調
査員派遣などにも使うという大西和弥社
長は「この認定を受けることによって、実
績、業歴の浅い我が社の“信用度”をカ
バーできると考えています。認定が中小
企業の新規分野へ挑む原動力になりま
す」と力を込める。同社では、平成21年
までに事業の黒字転換を図り、売り上げ
の20％を占める主要部門に育てていく。

地球環境を改善する
給水設備不要の屋上緑化システム

■所在地　　金沢市鞍月2-2石川県繊維会館2F
　　　　　　TEL 076-268-6424
■代表者　　大西和弥
■設立　　　平成8年3月
■資本金　　 4,000万円
■従業員数　26人
■事業内容　一般廃棄物・産業廃棄物の小規模固形燃料化装置
　　　　　　 の設計・製造・販売、無灌水型緑化システム、発泡
　　　　　　 セラミックスの製造・販売
●http://www.earth-eec.co.jp/

(株)アースエンジニアリング

開発、営業の両面から福光屋の化粧品事業をかじ
取りする松井部長。手前に並んでいるのが「アミノ
リセ」シリーズ

「知名度の高い展示会にも出品し、
積極的に販促をしていく」という大西社長

発泡セラミックスパネルだけを納入し、屋上などに設置した後、
セダムを養生する低コストタイプの商品もある

■所在地　　金沢市石引2-8-3
　　　　　　TEL 076-223-1161
■代表者　　福光  松太郎
■創業　　　寛永2年（1625年）
■資本金　　 3,100万円
■従業員数　108人
■事業内容　日本酒、化粧品の製造、販売
●http://www.fukumitsuya.co.jp/
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　昔ながらの醤油、味噌造りで、本物志向
の消費者から支持の厚いヤマト醤油味噌
が取り組むのは、「玄米あまざけ」（500ml
入り／ 578円）の販路開拓である。
　玄米あまざけは、米こうじと玄米だけ
で作った甘酒だ。同社が味噌を造る際に
使用している米こうじがそのまま使われ
ているほか、希釈せずに使えるストレー
トタイプのめんつゆを殺菌、ボトリング
する技術を応用して、濃縮しなくても常
温で6カ月保存できるようになっている。
天然のアミノ酸やギャバ、ビタミンB1、ビ
タミンEなど、栄養が豊富で、そのまま飲
んだり、料理や菓子作りにも使うことが
できる。

　穀物菜食中心の食生活スタイルの浸透
やLOHAS（健康で持続可能な社会を志
向するライフスタイル）ブームを背景に
玄米を使った商品開発に取り組み、玄米
あまざけを発売したのは平成17年6月の
こと。以降、自社の店舗やネットショップ
で販売し、特に40代以上の女性から人気
を集め、「夏バテしなくなった」「便秘が解
消した」「肌の調子がいい」といった評判
が寄せられている。
　甘酒と聞くと、正月や祭礼など特別な
日に飲むもので、市場も限定的といった
印象は拭えないが、同社の山本晴一社長
は既存の甘酒とは一線を画す商品として
とらえており、「日常的に飲んでもらえる

健康飲料市場に参入し、年間を通して受
注したい」としている。
　そのため、今回の事業計画では、これま
での直接販売以外にスーパーなどへ流
通チャネルを開拓するのが第一の目標
だ。また、健康飲料として一層のイメー
ジアップ図るため、今年3月には有機栽培
された素材で作ったオーガニック版の玄
米あまざけ（180ml入り／価格未定）を発
売する予定にしている。この商品は有機
JAS認定を受けると同時に、世界で通用す
る国際的な有機認証を取得する準備を進
めており、来年度には海外での販売も視
野に入れている。さらに、マーケティング
会社と連携して市場調査を行った上で、
味のバリエーションを増やし、商品ライ
ンアップを充実させていく考えだ。

　スポーツウエア素材と資材用織物の生産
を柱とする能任七。人工衛星「きく8号」に
搭載された世界最大級の通信アンテナの
開発に携わるなど、顧客の不可能と思える
依頼にも挑戦し、実績を上げてきた。そん
な同社が今回挑んだのは、ビニールハウス
などで使われる通気性、耐久性に優れた網
目の細かい農業用ネットの開発だった。
　近年、食の安全に対する消費者の目が厳
しくなり、農薬を使った農作物は敬遠され

る傾向にある。そのため、無農薬栽培に欠
かせない、病害虫を防除する農業用ネット
の需要が急速に高まっている。無農薬を実
現するには、ビニールハウス内に侵入しよう
とする体長1㎜ほどの小さな病害虫を防ぐ
必要がある。しかし、従来のネットでは網目
を細かくすると、通気性、耐久性が落ちると
いう欠点があった。同社では、この欠点を
解消するため、太い糸と細い糸を組み合わせ
る手法を考案。太い糸で耐久性を確保し、

「顧客のどのような要望も形にして応えるのが我々の仕事」
と話す能任社長

（株）能任七

栄養たっぷりの「玄米あまざけ」を
健康飲料として定着図る

通気性、耐久性に優れたネットで
病害虫をシャットアウト

■所在地　　金沢市大野町4イ170
　　　　　　TEL 076-268-1248
■代表者　　山本 晴一　　■創業　　　明治44年2月
■資本金　　1,000万円　　■従業員数　26名
■事業内容　醤油、味噌の製造、販売
http://www.yamato-soysauce-miso.co.jp/

（株）ヤマト醤油味噌

健康飲料として認知度を高め、全国展開をねらう山本社長

今年3月に発売されるオーガニック版の玄米あまざけ
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　寛永年間（1630年ごろ）、加賀藩3代藩
主・前田利常の肝いりで産声を上げた伝
統工芸「金沢漆器」。繊細な加賀蒔絵を
施した優美華麗な独特の漆工芸は、今も
なお多くの人を魅了し続けている。
　この石川が誇る地域資源の販路開拓
に乗り出しているのが、金沢市の中心街
に本店を構える老舗漆器店、能作だ。同
社では現在、国内だけだった販売網を海
外にまで拡大中である。
　海外戦略の中心地は、日本ブームが熱
を帯びているヨーロッパだ。同社の岡能
久社長が、日本から約1万キロも離れた地
域に目を向けたきっかけは、約7年前に参
加した県主催の視察研修だった。研修で
は、フランクフルトやコペンハーゲン、ロン
ドンなど、ヨーロッパ各地で伝統的な陶
器とコラボレーションした石川伝統工芸
展を開催した。「来場者の評判は上々だっ
た。ヨーロッパも日本も変わらない。金沢
漆器の素晴らしさは、海外でも十分に通
じる」。岡社長はそう確信した。
　この研修を契機に、翌年、世界最大の国

際消費財見本市「フランクフルト・メッセ」
に招待された県の特別企画展にも出品。
その後、モナコなどで展示会を開き、昨年
には、イタリア・ミラノで自社独自の展示即
売会を実施した。
　さらに、同社では、今年2月の完成を
目標に、県工業試験場や県デザインセン
ターなどと連携し、金沢漆器で初めて企
画製造用の3次元CGシステムの開発を進
めている。3次元CGを使えば、ボタン一
つで漆器の色や柄を変更し、立体的にイ
メージすることが可能だ。料亭などから
大量の注文が入った際、図面と試作品を
もとに形やデザインを決めていた従来の
方法に比べ、大幅な生産効率のアップが
期待できる。もちろん、海外での製品PR
にも新システムを役立てていく考えだ。
　「ヨーロッパでの展示会で、現地のニー
ズを直接聞くことができ、海外でサポート
してくれる人たちとも出会えた。今後は、
より積極的に金沢漆器の魅力を売り込
んでいきたい」と、これまでの事業展開に
自信を見せる岡社長。今年11月に企画す
るミラノでの2回目の展示会から、海外進
出の動きは一層、本格化していく。

同時に太さの違いでできる表面の凹凸で
空気の流れを生み出し、通気性を高めた。
　同社ではネットの実用性を確かめるた
め、平成18年からフィールドテストを実施。
熊本県内の生産農家に限定販売し、6万
m（幅1.8m）を売り上げた。テスト開始から
2シーズンが経ち、台風などで破れたという
被害報告は一切ない。生産農家からも「従
来ネットより、通気性、耐久性に優れている」
と高い評価を得た。また、平成19年春に千
葉県で実施された性能テストでは、試され

たネットの中で、同社のネットだけが唯一、
調査対象となった数種類の病害虫を１匹も
侵入させなかった。
　これまで同社では、農業分野への事業
拡大を何度か試みたことがあったが、思うよ
うな結果は得られていなかった。今回、農
業用ネットが地域産業資源活用事業の認
定を受けたことで、能任信介社長は「我が
社の農業分野での知名度の低さをカバー
し、商品に対する信頼度を高めてくれるの
ではと期待する。この商品をてこに農業分

野への進出を本格化させ、受注増につなげ
たい」としている。今年から全国販売を開
始するのに合わせ、2月から沖縄県を皮切
りに各地でキャンペーンを行う予定にして
おり、その費用に補助金を当てる。今後、農
業用ネットは幅1.8mと2.1mの2タイプを用
意し、年間100万mを売り上げたい考えだ。

■所在地　　かほく市遠塚ニ20
　　　　　　TEL 076-285-0117
■代表者　　能任 信介　　■設立　　　昭和40年10月
■資本金　　1,000万円　　■従業員数　37名
■事業内容　スポーツ衣料生地、資材用織物などの製造・販売

■所在地　　金沢市広坂1-1-60
　　　　　　TEL076-263-8121
■代表者　　岡  能久　　
■創業　　　安永9年 （1780年）
■資本金　　1,800万円　
■従業員数　17名
■事業内容　漆器の企画製造・販売
●http://www.kanazawa.gr.jp/nosaku/

（株）能作

1万キロの距離を越え、
“金沢漆器 ”をヨーロッパへ

ヨーロッパの富裕層向けの販路開拓に力を注ぐ岡社長

海外では、伝統的な技法を生かした
シンプルモダンな小箱を中心に漆器
を販売していく方針だ



　「漆器は傷が付きやすい」「手入れも大
変で扱いにくい」。そんな消費者の声に耳
を傾け、傷が付きにくい普段使いの漆器
を製造、販売しようというのが今回の事
業計画である。提案したのは輪島塗の木
地などを製造する桐本木工所。同社は、現
代の生活にマッチする器や小物の制作、
建材や家具のオーダーメードなど、新た
な漆の可能性の追求に力を入れている。
　普段使いに耐えられる漆器の製造に向
け、同社が表面硬度を高めるために開発
したのが「漆

うるしぬのぎせ

布着せ・蒔
ま き じ ぎ ほ う

地技法」である。
　漆布着せとは、破損しやすい器の縁に、
漆と米のりを混ぜた半

はんだうるし

田漆をしみ込ませ
た布を張り付け、木地を補強する技術のこ
と。また、蒔地とは漆を塗る段階で、漆が
乾燥する前に地の粉（珪藻土を焼成した下

地材）を蒔き、よく乾燥させてから
研ぐ方法だ。いずれも古くから輪
島塗で用いられてきた技術であ
る。特に蒔地については、この技
法を用いると表面が硬くなるこ
とは知られていたが、後工程の効
率が悪くなるため敬遠されてい
たという。この技法に着目した桐

本泰一代表補佐は、傷が付きにくい漆器を
生み出すための技法として改良を加えた。
　新たに開発された漆器は、従来技法で
作られた漆器よりも表面が硬く、ガラス
繊維質に近い硬度を実現している。例え
ば金属製のスプーンやフォークを使って
も傷付かない上、スポンジや中性洗剤で
洗えるので手入れも簡単だ。漆器本来の
しっとりと肌になじむ風合いはそのまま
に、ややざらつきのある表面は光沢のな
いマットな仕上がりとなっている。
　現在までに器、インテリア小物、ステー
ショナリーグッズなど110アイテムが商品
化されており、事業を通じて、今後3年間で、
都市部で活躍する30 〜 40代のデザイナー
と協力しながら、さらに70 〜 75アイテム
を開発する計画だ。また、同社が直営店を
構える日本橋三越本店のほか、百貨店、工芸
ギャラリー、インテリアセレクトショップ
を通じて、都市部の30 〜 40代女性をター
ゲットに見据え、販路を拡大していく。

■所在地　　輪島市杉平町成坪32
　　　　　　TEL 0768-22-0842
■代表者　　桐本  俊兵衛　　■創業　　昭和4年
■従業員数　15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/

桐本木工所

都市部のデザイナーと連携し
傷付きにくい漆器を食卓へ
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　烏骨鶏では、烏骨鶏発芽玄米がゆを新
たに開発し、今年1月から、金沢に4店舗、
東京に2店舗、北海道と仙台にそれぞれ1
店舗ずつある直営店の「金澤烏鶏庵」と自
社WEB上で販売をスタートした。
　烏骨鶏発芽玄米がゆは、自社で飼育す
る烏骨鶏から抽出したエキスと卵に加
え、能登海洋深層水で発芽させた輪島産
コシヒカリの玄米を原材料に使用してい
る。烏骨鶏卵にはビタミンAをはじめ、認

知症の予防効果を持つと言われている
DHA（ドコサヘキサエン酸）やEPA（エ
イコサペンタエン酸）が多く含まれてい
る。また、発芽玄米は血圧上昇の抑制、
精神の安定、抗がん作用があるとされる
ギャバのほか、ビタミンやミネラル、食物
繊維など、特に高齢者が発症しやすい病
気に有効な成分が豊富だ。さらに、能登
海洋深層水を利用したことで、井戸水で
発芽させた場合の約3倍のギャバと、約5

大都市圏での販売力強化へ
栄養満点の新製品でリベンジ

輪島と東京を行き来し、漆デザインプロデューサーと
して手腕を発揮する桐本代表補佐

（株）烏骨鶏

新製品に使われている
高品質の原材料はすべて石川県産

傷付きにくい漆の器は、経済産業省の
「新日本様式100選」にも選ばれた
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　各種生地を製造する羽田が今回申請し、
採用されたのはオリジナルのポリエステル
生地「フラット10」を使った婦人服の企画製
造、販売である。
　この生地は、台湾の大手原糸メーカーと
共同開発した超扁平糸を、独自の撚糸加工
を施して織り上げたもの。従来の扁平糸の
断面が 4：1程度の縦横比だったのに対し、
新開発の糸ではその比率を10：1とした。扁
平率が上がることで光が乱反射しやすくな
り、シルクのような光沢のある仕上がりと
なっている。撚糸加工を工夫すれば、生地の
光り具合や風合いを調節することが可能。
しわになりにくく、家庭での洗濯もできる。
　「光沢のある生地はここ数年のファッショ
ントレンド。一過性のブームではなく、今後
は定番化するとにらんで、光沢の表現にこだ
わった生地を企画した」と開発の経緯を話
す羽田従之専務取締役。そして何より特徴
的なのが、単に生地づくりにとどまることな
く、最終製品の企画、製造、販売までを一貫
して手がけることで、生地の良さを広くアピー
ルし、販路開拓につなげていこうという販売
戦略である。
　そのために同社が金沢市の服飾デザイ
ナー・ 高瀬由紀氏と協力して昨年8月に立

ち上げたのがファッションブランド「YUKI  
TAKASE」である。設立時には金沢21世紀
美術館でフラット10を活用した春夏ものの
婦人服を発表。現在、金沢市藤江北にアトリ
エを構え、コレクションをベースにした受注
生産を行っている。
　こうした試みは生地の販売ルート確保の
一環であると同時に、より質の高い生地を
作るための手段にもなっている。羽田専務
は「フラット10はまだまだ発展途上。デザイ
ナーや消費者の声を取り入れながら、バリ
エーションを増やしていきたい」と期待を寄
せ、さらにインテリア資材などにも応用でき
ないか探っていく。
　今後は繊維関連展示会などに出展し、ブ
ランドとフラット10の認知度アップや取扱店
拡充を目指す。イタリアの繊維産地では生
地から最終製品までを一貫生産する「ミル
コンバーターシステム」が確立しており、その
日本モデルとして注目が集まる。

■所在地　　能美市火釜町123
　　　　　　TEL 0761-51-3316
■代表者　　羽田  好之　　　■設立　　　昭和36年8月
■資本金　　1,000万円　　　■従業員数　18人
■事業内容　各種生地および
　　　　　　婦人服の企画開発、製造、販売
●http://www.hata-tex.co.jp/
●http://www.yuki-takase.com/

（株）羽田

超扁平糸を使ってシルクの光沢を実現
服飾ブランドを展開しニーズ探る

倍のナトリウムの生成に成功した。
　同社では、カステラやプリンなどの菓子類
と栄養ドリンクなどのサプリメント類合わ
せて40種類以上をこれまでに開発、販売して
きた。おかゆについては、低カロリーで原材
料の栄養素を効率的に吸収できることから3
年前に1度、商品化している。ところが、今ほ
ど烏骨鶏の知名度がなかったこともあって
売り上げは伸びず、やむなく生産を中止した
経緯がある。そんな折、地域産業資源活用事
業を知り、おかゆの再商品化を決意。前回開
発した製品よりも、さらに付加価値を付ける
ため、ISICOの紹介で、能登海洋深層水によっ
て玄米を発芽させる技術を確立していた能
登農水産企画開発有限責任事業組合の支援
を受け、新製品を完成させた。

　今回の事業では、自社の菓子部門と比較
し、販売力の劣る健康志向食品部門の強化を
狙い、認定によって交付される補助金はイベ
ントへの出展など、商品PRに役立てていく。
河内隆徳社長は「企業単独の広報戦略には限
界がある。認定を機に、行政から展示会の情
報を提供してもらい、大都市圏における販路
開拓の糸口にしていきたい」と期待感を示し
た。現在、新製品は大手百貨店での販売を検
討中で、今後は高級スーパーの店頭販売やギ
フトとしての商品展開も視野に入れている。

河内社長が手塩にかけて育てている烏骨
鶏の数は約2万2千羽で、国内飼育数の
20%を占める

地元デザイナーとの連携で生地の販路強化、
改良に取り組んでいる羽田専務

フラット10を使ってデザインされた
「YUKI  TAKASE」の婦人服。
5月には秋冬ものの新作を発表する

■所在地　　金沢市西念4-21-18
　　　　　　TEL 076-232-4255
■代表者　　河内隆徳　　　■設　立　　平成16年5月
■資本金　　1,500万円　　■従業員数　60名
■事業内容　烏骨鶏を活用した商品の開発、販売
●http://www.ukokkei.co.jp/



いしかわ発 ! 熱血企業
企業の成長戦略を探る 

石川県には、キラリと光る技術を持つ企業がたくさんあります。
そういった技術力を認められ、県外企業からも幅広く受注に成功している

ものづくり企業の成長戦略を紹介します。

　繊維機械や建設機械の部品加工を手がけるメタルエ
ンジニアの強みは、板金加工、プレス加工、金型設計製作
という三つの事業分野を自社で一手に引き受けられる点
にある。このため、コストや納期、製品の特性などを考慮
した上で、ベストな技術を組み合わせて提供することが
可能になっている。例えば、量産の必要がなく、コストも
かけられない試作品については板金加工だけで作り、そ
の後、本格的に生産がスタートする場合には、金型を製
作し、プレス加工で大量に製造するといった具合である。
　こうしたメリットが重宝がられ、顧客は県内外の100
社以上に広がる。1日に製造する部品の種類は数百種
類に上り、中には1日1個しか作らない部品もあるという。
　生産設備については、国内に数十台しかないドイツ
製レーザーパンチ複合加工機を保有。24時間連続稼
動が可能で、精度も高く、多様なニーズへの対応と納期
の短縮を実現している。
　平成18年11月には、金沢市の安原工業団地から現
在地に全面移転した。以前は五つに分かれていた工場
を一つの建物に集約することで、生産効率をアップ。機

を同じくして、創業時に主力としていたプ
レス以外にも幅広く対応できる技術力を
アピールするため、社名を「加沢プレス
製作所」から「メタルエンジニア」へと改
めた。加沢登社長は「エンジニアとは言っ
てみれば職人。腕一本で仕事ができる
職人の集団にしたい」と社名に込めた思
いを話す。このため、社を挙げて社員の
資格取得を奨励している。

　同社独自の技術として顧客から支持されているもの
の一つに、ブレーキプレス用の「積層金型」がある。こ
れは、厚さ10mm以下の薄い鉄板をレーザーで切り出
し、この鉄板をいくつも積み重ねて製造した金型だ。
　ブレーキプレス用の金型と言えば、大きなものにな
ると長さ2 〜 3mにもなり、機械加工によって製造す
るのが通常である。ところがこの手法では高価なた
め、量産しない特殊
な製品や試作品な
どには向かない。そ
こで、加沢社長が考
案したのが積層金
型だった。精度や耐
久性では機械加工
で作った金型に劣る
ものの、少量生産に
は十分対応可能な上、何より機械加工の金型に比べ
て1/10程度のコストで製造できる点が魅力となって、
多くのリピーターを確保している。
　ユニークなところでは、仕事などを手伝ってもらっ
た場合、感謝の気持ちを表す「ありがとうカード」を
社員同士でやりとりする仕組みを取り入れ、工場内の
コミュニケーションの円滑化に役立てている。
　加沢社長は「既存の技術に加え、今後は、機械加
工分野を強化して、組み立ての仕事も取り入れていき
たい」とさらに業容を拡大する考えで、「近い将来は、
自社製品の開発にも取り組みたい」と意欲を燃やし
ている。

独自の「積層金型」で
コストダウンに貢献

板金加工、プレス加工、
金型設計製作を一手に

多彩な技術を組み合わせて、
多品種変量生産に対応

■所在地　白山市上小川町800-11
　　　　　TEL 076-214-7211
■代表者　加沢  登　　　■設立　昭和60年4月
■資本金　1,000万円　　■従業員数　41名
■事業内容　精密プレス加工、板金加工、金型設計製作
●http://www.metal-engineer.co.jp/

幅広い技術力を生かして自社製品開発も視野に入れる
加沢社長。左にあるのは社員が技術力を生かして制作
した金属製オブジェ。第63回現代美術展で入選した。

「積層金型」には、ブレーキプレス用の特殊金型と
して多くのニーズが寄せられる

24時間連続で稼働し、納期の短縮に貢献するドイツ製レーザーパンチ複合加工機

(株)メタルエンジニア

�



�

ビジネスチャンスの拡大、逆境をバネにランクアップ‥‥
さまざまな目的に向け、販路開拓に乗り出した企業の挑戦を紹介します。

　日本キヌカが開発した米ぬかを主原料
にした住宅用塗料「キヌカ」は昨年 12 月、
第 4 回エコプロダクツ大賞の推進協議会
会長賞（優秀賞）を受賞した。バイヤーと
ユーザーの人気投票によって選ばれるDIY
ホームセンターショーでも、人と環境にや
さしい商品として、一昨年、昨年と2 年連
続で金賞を受賞するなど、高い評価を得
ている。
　キヌカは米ぬかから抽出した油分を精製
した自然塗料である。フローリングや木製
家具などに塗ると、 表面を保護してくれる
上、ツヤが出て木目が際立つ。化学溶剤
を一切使用せずに自然素材 100％ででき
ており、長田社長は「赤ちゃんがなめたり、
肌に塗っても大丈夫」と、その安全性に
太鼓判を押す。
　地方発ベンチャー企業の商品でありな
がら、発売以来、売り上げは順調に伸び

ており、来年度は 1 億円の売り上げを目指
している。同社の販路開拓策に目を向け
てみよう。

　農業を営む長田社長がキヌカを発売し
たのは平成 18 年 4 月のことである。7月
には日本キヌカを設立。本社を石川県に置
く一方で、販促強化をにらんで営業本部は
東京に設けた。
　現在、4 人の営業スタッフが活動してお
り、その結果、現在約 26 社の販売代理
店と契約を結び、建築会社、ホームセンター
などへの販売を本格化している。
　用途拡大にも工夫を凝らしている。その
一つが学校の教材としての提案だ。「中学
生が技術の授業で使うニスの代わりにキヌ
カを使ってもらえないか」。そう考えた長田
社長は、教材を専門に扱う商社と連携をと
り、昨年度より関東エリアを中心に多数の
中学校で本格導入が進んでいる。長田社

長は「キヌカに
は米ぬかで床
を磨くという古
くから知られ
る生活の知恵
やリサイクルの
理念が詰まっ
ている。単に
ニスの代替品
というだけで
なく、環境教
育のツールとし
ても使ってほしい」と期待をかけている。
　もちろん、確かな商品力がバックボーン
となっているのは言うまでもない。例えば、
雑誌「クロワッサン」に他の自然塗料との
比較記事が掲載され、高い評価を得たと
ころ、読者からの問い合わせが「東急ハ
ンズ」に殺到したことから、同店での取り
扱いが決まったというエピソードもあるほ
どだ。
　エコプロダクツ大賞での優秀賞受賞を
きっかけに幼稚園、保育園向けの家具を
共同製作するというコラボレーションも始
まっている。長田社長は、「将来は、キヌ
カ＝安心とすぐにイメージしてもらえるぐら
いブランド力を上げたい」と一層の認知度
アップを目指している。

■ 所在地 小松市白江町夕339
　　　　　　 TEL 0761-22-8559
■ 代表者 長田  竜太
■ 設立 平成18年7月
■ 資本金 500万円
■ 従業員数 4名
■ 事業内容 米ぬか塗料「キヌカ」の製造、販売
●http://www.kinuka.co.jp/

日本キヌカ（株）

環境教育ツールとして期待
ブランド力アップを目指す

赤ちゃんがなめても安全
エコプロダクツ大賞優秀賞に

米ぬか生まれの自然塗料が
中学校の授業に採用進む

エコプロダクツ大賞受賞式に出席し
た長田社長。受賞企業のほとんど
は大企業が占めていた

本誌での商品紹介をきっかけに、昨年11月に改装したテル
メ金沢でもフローリングの塗装にキヌカが採用された

塗料だけでなく、キヌカを塗布するための専用ウエスも開発。使用方法が印刷されたアイデア商品だ
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　織ネームの製造を手がけるナワテ企画は、中国との価格競
争に巻き込まれ淘汰が続く業界にあって、ここ数年二ケタの
成長を続けるなど、気を吐いている。
　躍進の契機となったのは平成13 年の業容拡大である。同
社が製造する織ネームとは、衣服のブランド名などを表示し
た布製タグのこと。それまで同社では、紋紙と呼ばれる織機
で柄を織り出すためのデータ制作だけを行っていたが、顧客
から寄せられるニーズの高度化、短納期化に対応するため、
ISICO の設備貸与制度を利用し、シャトル織機を導入。従
来は分業が当たり前だった業界にあって、いち早く自社での
一貫生産に乗りだした。
　もちろん単に業務の幅を広げただけではない。業績が好
調なのは、高い技術力が評価された結果である。その好例
と言えるのが、申田政弘社長が考案した「高品織」だ。これは、
通常の織り方に比べて、縦糸と横糸の密度を格段に高めたも
のである。これによって、より精緻なデザイン表現が可能に
なった。

　「織ネームは小さくてもブランドの顔。それだけにアパレル
メーカーのこだわりも大きく、年を追うごとにデザインへの要求
は厳しくなる」と話す申田社長。何とか他社と差別化を図ろう
と、織機に独自のセッティングを施したほか、縦糸の間を往
復して横糸を通すシャトルに改良を加えて、高品織を開発した。

　今では受注の約5割をこの高品織が占めるまでになり、ビー
ムスやシップス、トゥモローランドなど有名ブランドのほか、
有名アーティストの公式グッズにも採用されるようになった。
　付加価値を上げることで単
価が上昇。出荷数量は減って
いるにもかかわらず、売り上げ
を伸ばすことに成功している。
高品織はその他の織り方に比
べて約 2 倍の時間がかかるた
め、平成18 年には ISICO の
設備貸与制度を利用して、さ
らに10 台のシャトル織機を
導入し、増産体制を整えた。
　また、慢性的な人手不足を
解消しようと、平成16 年から
は中国人研修生を受け入れており、現在では 7人が貴重な
戦力として働いている。
　これまでは生産工程を増やさずに付加価値が高まるよう工
夫してきたが、「設備と人員がそろえば生産工程を増やして付
加価値をさらに高めたい」と申田社長は新たな構想を描いて
いる。

シャトル織機を導入し、
一貫生産体制を構築

（有）ナワテ企画
■ 所在地 小松市今江町1-614-2
　　　　　 TEL 0761-25-2020
■ 代表者　申田  政弘 ■ 設立　 昭和61年4月
■ 資本金　300万円 ■ 従業員数　8名
■ 事業内容　織ネームの製造

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。

出荷量の減少を
付加価値の向上でカバー

先代からバトンを受け6年目。
品質とスピードの追求に意欲を燃やす申田社長

工場では現在 37台のシャトル織機が稼働。多種多様な織ネームを織り上げる

ナワテ企画が製造する織ネームの数々。ブランドの証として衣服に縫い付けられる

独自開発の豊かな表現力で
有名ブランドから支持集める

�0
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ISICOバーチャルモール「お店ばたけISHIKAWA」

中小企業のための総合的なサポートセンターとして、さまざまな支
援を行っているISICO。「もっと支援内容を詳しく教えてほしい」。
そんな要望におこたえして、提供している支援メニューを毎号ピッ
クアップして紹介します。

知ってトクする

No.07

石川県内の意欲あるネットショップ経営者を支
援する、ISICOバーチャルモール「お店ばたけ
ISHIKAWA」では、出店者を常時募集しています。
　　  http://www.omisebatake-isico.com/

「お店ばたけ」は、共に学び合い成長することを目

的としたインキュベーション（育成）モールです。
現在、小売業、卸売業、製造業、農業など58店舗

（2008年1月末現在）が出店し、切磋琢磨しなが
ら、売り上げ向上を目指しています。

ネットショップ運営のお悩み、
一緒に解決しましょう。

紀伊国屋文左衛門本舗 店長（株）BUNZA  上野 真歳氏 来る！
お店ばたけ モチベーションアップセミナー
　 〜意識を変える、お店を変える本気のWeb活用〜

インターネットで
みかんを

日本一売る男

● 導入
　 ナビゲーター：遠田 幹雄氏 (株)ドモドモコーポレーション
　　　　　　　　（お店ばたけ ホームページドクター）
● 基調講演
　 上野 真歳氏　紀伊国屋文左衛門本舗（株）BUNZA
　 西田　 上氏　和座本舗 九谷物産（株）　
　　　　　　　 （お店ばたけ ホームページドクター）
● パネルディスカッション
　 「 “ 石川スタイル”のネットショップ成功を探る」
　 ・パネラー：県内ネットショップオーナー　4 店
　 ・コーディネーター：北村 錬充氏 LATERAL　
　　　　　　　　　　　（お店ばたけ ホームページドクター）

日時：2008 年 3 月 5 日（水）
　　　13：30 〜 17：00（終了後交流会を開催予定）
場所：石川県地場産業振興センター新館 1 階
　　　コンベンションホール
詳細・参加申込み：
　　  http://www.omisebatake-isico.com/
　　  katudou/h19/motiup.html

【お問い合わせ】
（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

● セミナー無料参加
　 平成19年度より「お店ばたけ ネット 
　 ショップステップアップ講座」を開講し、
　 ネットショップに必要な知識を、体系的
　 に学ぶ育成カリキュラムを実施。出店者
　 は無料で受講できます。また、出店者限定
　 のミニセミナーも開催しています。

● 専門家派遣（ドクタークリニック）
　 ネットビジネスの専門家から、個別の
　  アドバイスが受けられます。
　  ※経費の1/3をご負担いただきます。
　　 【経費（派遣1回 30,000円＋旅費実費）】×1/3

● 情報交換・情報提供
　 交流会やメーリングリストで、同じ悩
　 みを持つ仲間と情報交換できます。

● 情報発信
　 ISICOのホームページにあるコンテン
　 ツから情報発信します。
　 ※お店ばたけホームページ、お店ばたけブロ　
　　 グ、メールマガジン等

石川県内に事業の本拠地があり、ショッ
ピングできるホームページを開設してい
ること、また、ISICOの出店項目を全てク
リアしていることが条件になります。

出店のご応募、出店項目詳細は
http://www.omisebatake-isico.com/
katudou/koubo.html

※企業のホームページの新規開設や活用等につ
　いてもお気軽にご相談下さい。

【お店ばたけに出店するには】
【お問い合わせ】
（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

【お店ばたけの支援メニュー】

ショップ開設の基礎やアクセス数向上の秘訣を学べるセミ
ナーが好評です



今回の特集では、今年度より、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の取り組みをご紹介

しました。また、ISICOの事業を活用して、自社のビジネス

に生かされている事例もご紹介しております。御社のビジネ

スの参考になれば幸いです。今回の取材に際し、ご協力を

いただきありがとうございました。

［発行月］2008年2月（年6回発行） ［発行所］財団法人　石川県産業創出支援機構 ［編集協力］ライターハウス／金沢市問屋町1丁目75番地

INFORMATION イ シ コか ら の お 知 ら せ

■書籍・ビデオ・DVD情報
① 「第11次業種別審査事典  全9巻」
　業界動向や業務・商品知識から審査のポイントまですべてがわかる
　構成内容になっています。閲覧できますので、ぜひ、ご活用ください。

石川県内の主に機械金属関連中小企業の優秀な技術、製品
等を一堂に展示し、広く発注企業等に製品開発力、加工技術
力等を紹介し、広域的な受注機会の拡大、新規取引先の開拓
を促進することを目的に行う展示会です。昨年は会期中に約
67,500人が来場しました。ふるってご参加ください。

② 改善基礎講座「事例に学ぶ  もっと改善  販売・サービス編」DV D
小さな会社で顧客大満足を。これまでカイゼンが浸透しにくかった
販売、サービス業でのカイゼン事例をふんだんに取材しました。社内
でのカイゼン研修などに、ぜひ、ご活用ください。

■インターネット書籍検索

      書籍、ビデオ（DVD）情報について
ISICO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。

1.        産業振興ゾーン内団体の蔵書情報について
産業振興ゾーン内団体所蔵の書籍等をIS ICOのホームページ

「DGnet」にてインターネットで資料検索できますのでご利用ください。

2.

① ② ③

③ 「中国データ・ファイル2007年版」（ジェトロ金沢所蔵図書）
　中国の現況を、最新データで紹介。一般概況、経済 ・ 産業、財政・
　金融、労働 ・ 賃金、国民生活と物価、貿易、投資、日中関係、国際比
　較、中国企業ランキング、ビジネス関係法令まで幅広く網羅。対中
　ビジネスに欠かせない実務的基礎データ集です。

詳細な情報はこちら
http://www.isico.or.jp/adminfo/21kouryu.htm

【お問い合わせ】
（財）石川県産業創出支援機構 産業振興部 販路開拓課
T E L 076-267-1140

ISICOライブラリをご利用ください

平成20年5月22日 ( 木 ) 〜 5月24日( 土 )
午前10時〜午後5 時

会 期

石川県産業展示館 2 号館
（金沢市袋畠町南193番地 西部緑地公園内）

会 場

石川県内中小企業の優れた製造技術や特徴のある専門技術によって
生産された製品・部組品・部品(単品加工品)・素形材を対象とします。
※現物出品が難しい場合は、パネル出品でお願いします。

出品物

1小間　間口1,980mm×奥行 2,000mm×高さ2,480mm
小間様式

1小間あたり45,150 円 （税込み）
※別途、電気工事料金等の負担有

出品料金

申込用紙に必要事項をご記入のうえ、ISICO まで郵送又はメール、
FAX にて申し込んでください。

申し込み方法

出品企業募集中！
第21回 石川県中小企業技術展

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。


