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石川の繁盛店に聞く成功の秘けつ

売れてる「ネットショップ」は
ここが違う
和座本舗 （九谷物産（株）） ／（株）雅風堂 ／（有）チャンネルアッシュ

02  巻頭特集

チャンネルアッシュの自社ブランド
「OJICO」のT シャツは、表裏一体のユニー
クなデザインが持ち味。ネットショップを
足がかりに東京都内にも3店舗を構えた。
詳しくは巻頭特集をご覧ください。

【表紙撮影/黒川博司】
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インターネットによる
環境変化への対応が不可欠

　まずはISICOが開催した「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」の様子をダイジェストで紹介
しよう。
　当日は、（株）ドモドモコーポレー
ションの遠田幹雄社長が現在ネッ
トショップの置かれている環境につ
いて解説。「インターネットでみかん
を日本一売る男」と異名をとる紀伊
国屋文左衛門本舗（株）BUNZAの
上野真歳社長と九谷焼を販売する
和座本舗の西田上代表が、集客の
コツなどについて講演した。
　パネルディスカッションでは、県
内のネットショップオーナー 4人が
参加し、個々のショップが工夫して
いる点などについて意見を交わし
た。会場にはネットショップの店長、

中小企業の経営者ら約150人が詰
めかけ、繁盛店の人気の秘密をつ
かもうと熱心に耳を傾けた。
　この中で遠田社長は、「10年前は
設立10年未満の企業の倒産が多
かったが、現在はその割合が減り、
設立30年以上の老舗企業の倒産
が増えている」とデータを紹介。そ
の上で「ベンチャー企業が環境の変
化にうまく対応した一方、老舗企業
はその変化に対応できなかったの
が一因。大きな変化の一つがイン
ターネットである」と分析した。ま
た、ネットの普及による消費行動の
変化についても指摘。「現在の消費
者は来店や購入の前に必ずネット
で情報を検索する。だからこそSEO

（※1）を怠ってはいけない」と警鐘
を鳴らした。

ネットの普及による消費行動の変化
などについて解説した遠田社長

経済産業省の調べによれば平成18年度の日本の消費者向けEコマース市場の規模は4.4兆円に上り、
前年比27.1％増と大きく成長している 。これにともなって、多くの企業がネットショップを開設する一方
で、売り上げが伸び悩むケースも多いという。そこで、今回の特集では先日ISICOが開いたセミナーや県
内の繁盛店を取材し、ネット活用のポイントを探った。

（ ※1）Search Engine Optimizationの 略。
検索エンジンの検索結果の上位に自らのサイ
トが表示されるように工夫すること。

3月5日、県地場産業振興センタ－で
モチベーションアップセミナーを開催

売れてるネットショップは
ここが違う

石川の繁盛店に聞く成功の秘けつ

上野社長はみかん色のスーツで登場。
「ネットはあくまでも道具。よく特性を知った
上で使うことが大事」と話した
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マーケットインの
商品づくりを

　先代から受け継いだ地方の食品
卸に不安を感じ、ネットショップを
開設した上野社長は、「最初の月は
売り上げが自腹で購入した3800
円だった」と当時のエピソードを紹
介。和歌山特産の梅干しやみかん
をグラム単位、キロ単位で販売した
ところ、人気に火がついた実体験を
踏まえ、消費者ニーズに合わせた商
品づくりの必要性を説いた。
　また、情報の検索からサイトの閲

覧、そして注文の確定にいたるまで、
どこに問題があるのかデータから客
観的に判断し、新規顧客を取り込み
ながら得意客を増やすために、あら
ゆる手段を考えるべきとアドバイス
した。成功への最も重要なポイント
には本人の「熱意と願望」を挙げ、「少
なくともいくら売りたいのか、いくら
収入を得たいのか考えるべき」と話し
た。
　上野社長と親交があり、お互い意
見を交わしながらネットショップを
成長させてきた西田代表は、「地方
にしかなくて、都会にない商品がた

くさんある。こうした商品を活用し
てチャンスを広げてほしい」とメッ
セージを述べた。

ブログが見込み客の確保へ

　パネルディスカッションでは、パ
ネラーとして（株）金港堂の宮谷隆
之社長、（株）能登前・幸寿しの橋本
公生社長、キャラバンサライ（株）の
西岡憲蔵社長、（有）チャンネルアッ
シュの越原裕幹社長がパネラーと

して出席した。ネットビジネスを支
援するLATERALの北村錬充代表
がコーディネーターを務めた。
　オーダーシャツを販売する宮谷
社長が「毎日更新しているブログが
見込み客の確保につながっている」
と話したほか、能登の海産物などを
販売する橋本社長は、「パソコンの
知識はまったくなかったがISICOの
支援制度が役に立った」と振り返っ
た。コーヒー豆専門店を経営する
西岡社長は、「SEOに取り組んだ結

果、売り上げが増え始めた」と成果
を紹介。子供服・雑貨を販売する越
原社長はネットショップがきっかけ
で首都圏に出店した経緯を話した。
　セミナー終了後には参加者と講師
やパネラーが名刺交換する姿も見ら
れ、志を同じくする者同士、これから
の取り組みなどについて意見を交わ
した。
　それでは、ここからは県内ネット
ショップの実例を紹介していこう。

（写真上）パネルディスカッションでは県内の
繁盛店のオーナーらが日々の取り組みについて語った

セミナーには成功のノウハウを学ぼうと約150人が参加した

（写真下）ネットショップ立ち上げ時から親交のある
上野社長と西田代表はこれまでの苦労話を披露
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であり、自社サイトならではのサー
ビスである。
　こうした取り組みが実を結び、今
ではネットによる売り上げの約2割
を自社サイトが占めるまでになっ
た。今年度からはISICOのホーム
ページドクターを務め、新規参入店
の指導にも当たっている。「実店舗
をきれいに手入れするように、ネッ
トショップも作りっぱなしにしては
いけません。売り上げが伸び悩んだ
ら、やるべきことをリストアップして
一つずつ点検してほしい」とアドバ
イスを送り、自らも「もっと情報の充
実したサイトにしたい」とさらなる
高みを目指している。

大手モールで成功し、
自社サイトを開設

　九谷焼を販売するネットショップ
「和座本舗」は、今年1月に「WEB1
グランプリ2007」（GMOホスティン
グ＆セキュリティ主催）で審査員特
別賞を受賞した。これまでも、「1000
人の店長が選んだベストECショッ
プ大賞2006」（NPO法人イーコマー
ス協議会主催）で大賞に輝くなど、
消費者はもちろん、同業者からも認
められる人気ショップである。
　「あくまで主役は商品。その魅力
を殺さないよう心がけている」とい
う西田上代表の言葉通り、サイト内
では九谷焼の色合いや質感、雰囲
気を伝える写真がメインに据えら
れ、ビジュアルを補完する形で、一つ
ひとつの器の個性が丁寧に解説さ
れている。「どう見せれば器が美し
くみえるか。それを一番分かってい
るのは自分なので、人任せにしたく
ない」と撮影はすべて自身が手がけ
ている。
　西田代表がネットショップをオー
プンさせたのは平成12年3月のこ
と。家業の九谷焼販売が低迷し、

「売れる市場に出て勝負したい」と
考えたのがきっかけだった。当初
は大手ショッピングモールの楽天
市場に出店。その後、平成15年に
Yahoo！ショッピングに出店、そし
て平成17年に自社サイトを構えた。

商品の魅力を写真で伝え、
同業者も認める人気店へ

■所在地　　能美市寺井町レ88
　　　　　　TEL 0761-57-2121
■代表者　　西田  上
■設立　　　昭和44年11月
■資本金　　1,430万円
■従業員数　5人
■事業内容　九谷焼販売

和座本舗 （九谷物産（株））

シンプルなページ構成の中に
陰影をつけた立体感のある写真が際立つ

“九谷焼”を探す
消費者はいない

　楽天市場、Yahoo！ショッピン
グで実績があったとはいえ、自社サ
イトの運営は順風満帆とはいかな
かった。集客力のあるモールと違っ
て、自社サイトはとにかくアクセス
がなかったのだ。早速SEOに取り
組み、“九谷焼”という単語で検索し
た際、結果の上位に表示されるよう
工夫したが、それでもアクセスは伸
びなかった。
　そこで、まず力を入れたのが、商
品の厳選、充実だった。モール内の
自社店舗が売り上げを重視するの
に対して、自社サイトはあくまでも
シンボル的な存在と位置づけ、売
れ筋商品よりも絶対に自信のある
商品を取り扱うようにした。また、
PPC広告（※2）を活用し、“湯の
み”などのアイテム名や“敬老の日”と
いったイベント名で検索した際にサ
イト名が表示されるようにした。「消
費者が探しているのは九谷焼では
ないと気付いたんです」と西田代表
はその理由を話す。
　さらに、個人よりも潤沢に予算を
持っている法人需要の取り込みを
図った。ギフトラッピングは無料
サービスとし、納期や領収書の発行
についても分かりやすく明記した。
急ぎの注文については電話で対応
している。これもモールでは不可能

ムーバブルタイプを使って
すべて西田代表自身が制作。
パソコンもカメラも独学で勉強した

「デザインがダサイというメールが来たこ
ともありましたが、そういった声を受け止
め、できることから少しずつ改善しました」
とこれまでを振り返る西田代表

ムーバブルタイプを使って

（※2）Pay Per Click（クリック課金）の略。
広告主が事前にキーワードを登録し、消費者
がそのキーワードで検索した際、広告主の宣
伝が表示される。クリック回数に応じて費用
が発生する。

シンプルなページ構成の中に

CASE.01

http://www.wa-za.net/
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過去の反省を踏まえ
ネットショップを再構築

■所在地　　白山市布市1-239
　　　　　　TEL 076-276-3488
■代表者　　安田  晶一　　
■設立　　　昭和55年7月
■資本金　　2,000万円　
■従業員数　25名
■事業内容　菓子製造販売

（株）雅風堂

清潔感あふれる雅風堂のネットショップ。
和菓子の持つ華やかさを前面に押し出した
清潔感あふれる雅風堂のネットショップ。

食感をイメージさせる
ビジュアルを取り入れている  

ネットをきっかけとした
来店やメールが増加

　和座本舗と同じく「WEB1グラ
ンプリ2007」で審査員特別賞
を受賞したのが雅風堂のネット
ショップである。白を基調とした
シンプルなサイトでは、彩り豊か
な和菓子の写真が大きく扱われ、
目を引きつける。
　実はこのネットショップは昨年
8月末にリニューアルオープンした
ばかりである。同社では現在県
内に5店舗を展開しているが、こ
こ数年、来店人数こそ変わらない
ものの、企業の経費節減や個人
客の消費行動の変化を受けて、客
単価が下がってきたという。そこ
で、てこ入れ策の一つとして、ネッ

トショップの再構築に乗り出した
のだ。制作は専門のデザイナーに
依頼した。
　サイトのコンセプトは“和のス
イーツ”である。これまで和菓子
を紹介する写真と言えば、漆器に
盛りつけての撮影など、重厚感が
重視される傾向にあった。しか
し、今回はスイーツ、つまり洋菓子
のようなカジュアルさ、親近感を
感じさせる表現に挑戦している。
　立ち上がって間もないだけに売
り上げはまだまだとのことだが、

「ネットで紹介した季節商品を買
いに地元客が足を運んでくれた
り、メールでの問い合わせが増え
るなど、手ごたえを実感している」
と安田晶一社長は話す。

サイトを作れば
必ず売れるわけではない

　そもそも同社がネットショップ
を開設したのは平成13年にさか
のぼる。ちょうどインターネット
の利用が急速に伸びた時期であ
り、同社も時流に乗ってショッピ
ング機能を設けた自社サイトを
構築した。「サイトを作れば売れ
るだろう」とのもくろみに反して
注文はほとんどなかった。実店

舗での販売が順調だったせいも
あって、その後は更新もおろそか
になっていった。
　過去の反省を踏まえ、新サイト
では季節の商品を紹介するなど
更新頻度を高めるよう努めてい
る。「ネットショップは最初に立ち
上げるまでが1の力とすれば、そ
の後のメンテナンスには9の力を
かけるべき」という考えが安田社
長と制作を担当するデザイナー
の共通認識だ。また、実店舗とは
別にネットショップ限定のポイン
ト制度も設け、集客に向け知恵を
絞る。
　今後は、販売以外に、アンテナ
ショップとしての役割も期待して
いる。新商品を実店舗へ投入す
る前に、まずネットで販売して消
費者の評価を確かめようという
のだ。ネットの場合、メールで評
価を集めることができる。消費者
の生の声が開発に役立つ上、社員
のモチベーションアップにつなが
ると考えている。問い合わせが増
えつつあるアレルギー表示など、
情報提供にも力を入れていく。
　再スタートを切ったばかりの雅
風堂のネットショップは今後の展
開が楽しみである。

専門のデザイナーと協力しながら
ネットショップの制作を進める安田社長

CASE.02

http://www.gafudo.co.jp/
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したフランスフェアへの出店であ
る。Hのネットショップを見たバイ
ヤーからの誘いを受け、OJICOの
Tシャツを売ることを条件に出店し
たところ上々の評判を得た。リピー
ター拡大の絶好のチャンスと、購入
してくれた客にはネットショップを
告知するビラを手渡した。フェアが
終わってしばらくすると、広島から
の受注が急増。1年後に再度出店
すると、待っていたファンが駆け付
けてくれた。
　その後、越原社長は全国の百貨
店に営業をかけ、催事への出店を増
やしていった。催事への出店が、ネッ
トショップでの購入の呼び水となり
売り上げも伸びていった。実績を重
ねるうちに百貨店側からのオファー
も増え、昨年8月から半年間は恵比
寿三越に期間限定ショップをオープ
ン。そして、ついに常設店舗としての
出店要請が舞い込んだのだ。
　地方の実店舗がネットショップ
へ、さらにネットショップから首都圏
での実店舗へと展開した希有なビ
ジネスモデルが実現したのは、商品
力に加え、ネットショップと実店舗を
リンクさせる地道な営業努力の結
果にほかならない。「Tシャツのトッ
プブランドとして、都内でさらに実
店舗を増やしていきたい」と今後を
見据える越原社長。金沢発のブラン
ドが日本のファッションシーンを席
巻する日も近いのかもしれない。

1年間は売り上げゼロ

　子供服や雑貨の販売を手がける
チャンネルアッシュでは、今年3月、
東京都内のファッションビル・ルミ
ネ北千住店にオリジナルTシャツ
ブランド「OJICO（オジコ）」の直営
店をオープンさせた。OJICOの直
営店は昨年9月のエキュート立川店

（JR立川駅構内）、今年2月の吉祥
寺パルコ店に続いて3店舗目であ
る。地方発のTシャツブランドが都
内で次 と々出店を果たすまでには、
ネットショップが大きな足がかりと
なっていた。快進撃の裏側をのぞい
てみよう。
　同社の第一歩は、平成14年9月に
野々市町で開店した「H（アッシュ）」
である。越原裕幹社長自身がフラ
ンスやベルギー、オランダで買い付
けた子供服や雑貨を販売する店舗
だ。5万人足らずの商圏では狭すぎ

■所在地　　金沢市新保本1-436-5
　　　　　　TEL 076-246-0066
■代表者　　越原  裕幹
■設立　　　平成14年9月
■資本金　　300万円
■従業員数　20名（アルバイト含む）
■事業内容　子供服・雑貨の販売、Tシャツ・雑貨の企画・製造・販売

（有）チャンネルアッシュ

るとネットショップをオープンした
のはそれから2年後のこと。しかし、
その後約1年間、ネットによる売り上
げは皆無だった。「実店舗の商品を
そのまま載せていたので、実店舗で
売れたらその商品を削除して、入荷
したらまたアップして。ネットショッ
プというより在庫管理表みたいなも
のでした」と越原社長は当時を振り
返る。
　商品力には自信を持っていたが、
品ぞろえに不満がないわけではな
かった。ヨーロッパブランドの子
供服は、しゃれたお出かけ着が多
く、毎日着て泥んこになって遊べる
ようなデイリーウェアがないのだ。
そこで平成17年に立ち上げたのが
OJICOである。大人でもほしくなる
ようなデザイン性を持たせながら、
親子がおそろいで着られるようサイ
ズは子供用だけでなく、大人用まで
そろえた。品質にもこだわり、生地
の製造からプリント加工、縫製まで、
ほとんどの工程において県内繊維
企業の協力を得た。こうしてでき上
がったTシャツは、Hで販売すると
同時に、OJICO単独のネットショッ
プを開設し、販売した。

催事への出店を
ネットへの呼び水に

　大きな転機となったのが平成18
年2月に広島三越が期間限定で催

「売り上げはなくても毎日更新したし、購入が
あればすぐにメールでお礼を返した。ネット
ショップを立ち上げて、最初の2年はほとんど
寝る間もなかった」と話す越原社長

ヨーロッパから輸入した
子供服や雑貨を販売するH（アッシュ）

OJ ICOのネットショップでは
Tシャツのデザインに込めたス
トーリーを紹介

CASE.03
ネットショップを糸口に
東京都内に3店舗を出店

OJ ICOのネットショップでは

http://www.ch-h.net/
http://www.ojico.net/

（子供服・雑貨 H（アッシュ））

（TシャツのOJICO）



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。

遊び心とデザイン性に富んだ
自社製品を次 リ々リース

石川樹脂工業(株)

　石川樹脂工業では、汎用樹脂から耐熱性などの機
能を備えた特殊なプラスチックまで多様な樹脂素材
を使って、電気 ・工業部品、日用雑貨類など、幅広い
製品を成形、加工している。製品の例を挙げてみると、
新幹線やブルドーザーなどの車両に組み込まれる部
品、電力会社の送電設備などに取り付けられる碍

が い し

子
（絶縁部品）、病院で利用されるトレー、ファミレスで使
われている箸など、実にさまざまで驚かされる。
　同社の強みの一つは一貫生産体制にある。3次
元CAD/CAMやマシニングセンタを駆使した金型
の設計、製造にはじまり、プラスチックの成形、加工、
さらには塗装までを自前の社員と設備でまかなって
いる。
　また、金型の設計や成形、加工における独自の技
術も大きな差別化ポイントとなっている。例えば、プ
ラスチック製碍子と連結用の金具、あるいはプラス
チック製トレーとすべり止め用のゴムといった具合
に、異質の素材で作られた部品を一体成形する技術
は同社の大きなセールスポイントとなっている。
　人材難を跳ね返そうと、管理職の約6割に女性を
登用。若手社員を対象に、コンピュータの基礎知識
や会計学を学ぶ勉強会を月2回開催するなど、人材
育成にも余念がない。

　石川樹脂工業では自社製品の企画、制作にも力を入
れている。同社の自社製品への取り組みは創業以来の
夢であり、20数年前から手がけた仏具類は、現在まで
連綿と続いている。
　さらに、自社製品の製
造を強化しようと、昨年4
月に立ち上げたのが「Ai 
collection」だ。これは、
快適で楽しい生活の提
案をコンセプトに掲げ、
遊び心とデザイン性に
富んだ、日用雑貨を制作
するプロジェクトである。
昨年9月にはその第一弾
となる「ペーパー p o t」
を発表した。ペーパー
potはトイレットペーパー
を収納して、ティッシュの
ような感覚で使ってもら
うためのケース。カラフ
ルな展開とユニークな丸いデザインが評価され、東京
ビッグサイトで開かれた第64回東京インターナショナ
ルギフトショーでは「女性のハートをキャッチするギフ
トグッズコンテスト」で大賞を受賞。現在、雑貨店など
で販売されており、当初目標の3倍を売り上げている。
　これ以降も、ポケットティシュ用ポット「pokety」、
ポップなカラーリングの多目的バスケット「ぷりる」な
ど、意欲的に新商品を発表。今後もラインアップを充
実させていく考えで、「近い将来は、製造技術の開発にも
取り組みたい」と意欲を燃やしている。

毎日の生活を楽しくする
雑貨を提案

一貫生産体制を構築
複数素材の一体成形も可能

中にトイレットペーパーをセットし、上部から
必要な分を取り出す「ペーパー pot」（2,835円）。
写真右はポケットティッシュ用の「pokety」

（1,350円）

写真の射出成形機のほか、圧縮成型機、
トランスファー成型機と設備も充実している

成形、加工だけでなく、金型の設計・製造や
塗装に関しても独自の技術を発揮する

■所在地　   加賀市宇谷町タ1-8
　　　　　TEL 0761-77-4556

■代表者　   石川  章　　　 ■設立　昭和40年3月
■資本金　    4,800万円　　■従業員数　85名
■事業内容　熱硬化性・熱可塑性プラスチックの成形・加工、
　　　　　　金型の製造・販売、オリジナル雑貨の企画・制作・販売
●http://www.ishikawajyushi.net/

�



制 　 度 設備資金貸付制度 設備貸与（割賦・リース）制度
産学・産業間連携等設備貸与（割賦）制度

内 　 容 創業・経営基盤の強化に必要な設備資金の
1/2 以内を長期・無利子で貸付

創業・経営基盤の強化に必要な設備機器を
ISICO が代わって購入し、長期・低利で貸与

（割賦またはリース）

対象設備 新品または中古設備　※土地・建物・賃貸物件は対象外
（中古設備の申込みに関する詳細はお問い合わせください）

従 業 員

小規模企業者
①製造業・建設業等　　従業員 20 人以下（特認 50 人以下）
②商業・サービス業等　 従業員 5 人以下（特認 50 人以下）
※産学・産業間連携等設備貸与は中小企業（中小企業基本法に定義されたもの）

限 度 額 4,000万円
（特例 6,000 万円）

6,000万円
（消費税込み）

利 　 息 無 利 子
割賦損料率　年 2.75％（固定）
リース料率　 月1.408 〜 3.006％
※県からの利子助成1.00 〜 0.50％（貸与期間中・7 年以内）

期 　 間 7 年（据置期間半年または1 年） 割賦 7 年（据置期間半年または1 年）
リース 3 〜7 年

連 帯
保 証 人

法人：2 名以上（うち第三者 1 名）
個人：1 名以上（うち第三者 1 名）

法人：2 名以上
個人：1 名以上

そ の 他 抵当権設定費用は借受人の負担
損害保険の付保

保証金：設備価格の10％、リースは不要
損害保険の付保

�

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.08

　中小企業が経営革新、あるいは新たな分野での事業展
開などに取り組む際、ネックになるものの一つが資金調
達です。ISICOでは、設備を新たに導入する企業に、必要
な設備資金を貸付する制度や、希望される設備をISICO
がメーカーから購入して、その設備を長期かつ低利で割
賦販売またはリースする制度を用意して、経営基盤の強

化を支援しています。
　制度を利用することによって、金融機関からの借入枠
（信用保証枠・担保枠）を運転資金などに利用でき、資金
調達に余裕ができます。また、経営全般について無料で
アドバイスが受けられます。ぜひ、ご利用ください。

安心、有利な公的制度で新たな設備の導入を

【お問い合わせ】
（財）石川県産業創出支援機構 経営支援部 設備資金課
TEL 076-267-1174

【制度の概要】

設備資金貸付・設備貸与制度

※平成20年4月1日以降、利用条件が変更になる場合があります。
※このほか、市町によっては利子助成制度があります。
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　軟質ウレタンやポリエチレンと
いった発泡素材をはじめ、ゴム、プ
ラスチックの加工を手がける北陸カ
ラーフォームは、建設機械やバスな
どに使われる吸音材、緩衝材、制振
材を主に製造している。取引の約5
割をコマツが、約3割をジェイ･バス
が占めている。
　ここ3年、売り上げを1億円ずつ
上積みしている同社は、順調に増え
続ける受注にこたえるため、昨年11
月、能美市内の岩内工業団地に、約
3億円の総工費をかけて本社工場を
建設した。延べ床面積約2,000㎡、
鉄骨2階建ての本社工場には、それ
まで、同市内に点在していた3工場
の生産設備と本社機能を集約した。
加えて、ISICOの設備貸与制度を利
用して裁断機、プレス機、図面データ
を出力するプロッターの3台を新た
に導入。同時に社員も増やし、増産
体制を整えた。

　躍進の鍵と言えるのが多品種一
個生産への対応である。同社では、

さまざまな素材や形状、大きさの
製品を、試作品一つからでも製造す
る。顧客のニーズに一つ一つこたえ
てきた結果、取り扱い製品は3万点
を超える。1日1,000 ～1,200件
に及ぶ注文にも的確に対応し、取引
先と厚い信頼関係を築いてきた。
　一つの受注に対し、一人の社員が
素材の手配から、製造までを一貫し
て行うセル生産方式を導入し、品質
の向上と短納期化を実現している。
製品の単価は100 ～2,000円と安
価で、生産効率が決め手となる業界
だけに、時には、夕方に注文を受け
た製品をその日のうちに出荷するこ
ともあるという。
　現在の生産体制を維持するのに
大きな役割を果たしているのが受注
システムである。平成13年、ISICO
が運営するバーチャルモール「お店
ばたけISHIKAWA」のホームページ
ドクターを務めている中野治美さん
にシステム開発の指導を受け、パソ
コンから図面をメールするだけで簡
単に注文できる自動受注システムを

構築した。さらに、在庫や納品書の
管理といった煩雑な作業をデータ化
した。これによって、社員の作業効率
が上がり、手書きだったころと比べ、
対応できる件数が2倍に増えた。
　中山知英社長は「生産能力が上が
り、余裕ができた。一層、お客様の
期待にこたえられるよう、これから
も増産に励んでいきたい」と意気込
みを見せた。

発泡素材を加工する裁断機。現在、計16台の生産設備が連日フル稼働している。

多品種を加工できる強みを生かし、
自社のさらなる飛躍を誓う中山社長

昨年11月に完成したばかりの本社工場。
辰口工場と併せ、2つの生産拠点を持つ。

（株）北陸カラーフォーム
■所在地　   能美市莇生町カ４-１

　　　　　TEL 0761-51-5143
■代表者　   中山 知英　　  ■設立　昭和54年7月
■資本金　    1,000万円　　■従業員数　35名
■事業内容　工業用ゴム加工
●http://www.peicolor.co.jp/

増産に向け
設備と人員を強化

本社工場の建設に合わせ
裁断機やプレス機を導入

利用者の声

多品種一個生産で
顧客のニーズを獲得
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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。

　自動搬送システムの製造を主な業
務とするシコウ。そのシステムは工場
などで利用され、業務の合理化、効
率化に貢献している。自動搬送シス
テムとは、AGV（Automatic Guided 
Vehicle）と名付けられた搬送用の台
車を使って、例えば製造ラインから保
管庫へといった具合に目的地まで無人
で物を運ぶシステムである。走行は、
床にあらかじめ敷いた誘導用の磁気
テープや磁気棒を AGVのセンサーが
感知し、そのルートに沿って進む仕組
みだ。現在、自動搬送システムは同社
の事業の 85％を占め、売上は 6 ～ 7
億円に達する。
　同社製品の特徴の一つは正確さで
ある。ピックアップコイルを巻いた独自
開発のセンサーがルート上の磁気を高
い精度で読み取り、AGV は 50㎜の
余裕しかない通路も難なく走行する。
この性能が評価され、瀬戸大橋の地
下通路工事の資材運搬に採用された。
また、制御基板として市販のシーケン
サー（自動制御装置）を活用している
ため、コストが割安になっている。
　高性能、低価格に加え、同社は、
大手が受注しないような煩雑な依頼に

も丁寧に応え、販路を拡大
してきた。その結果、工場
のほかにも病院での食事や
手術器材の運搬、原子力発
電所における作業着の搬送
など、多様な施設で活躍し
ている。「製品の完成度を高
く保つことで、オンリーワン
企業となれるのです」と村
田社長は胸を張る。
　さらに、今年 10 月に島根県で開設
される社会復帰促進センターでも同社
のシステムが採用された。ここでは、
AGV が受刑者 2,000人分の食事を1
日3 食 365日、無人で運搬する。
　また、今年 2 月からはインターネット
を使って、自動搬送システムを遠隔管理
する試験を開始した。これはシーケン
サーの通信機能を使ったもので、消耗
部品の交換時期を知らせるなど、アフ
ターサービスの向上に役立つと期待し
ている。

　自動搬送システム以外にも、同社は
ユニークなものづくりを展開している。
例えば、昭和 61年から手掛けている
雷検知器がその一つだ。通常、予測に
使われる電位の上昇だけでなく、雲間
放電の計測をできるようにして、予測精
度をより高めている。現在、ゴルフ場
や高所作業所などに設置されている。
　また、村田社長は次の主力製品の
ヒントを ｢におい｣ に見出している。ア
メリカでにおいにまつわるトラブルが
増加していると知った村田社長は、昨

年 4 月から新製品として竹繊維フィル
ターを組み込んだ消臭機の製造販売
に着手。全国で 350 万台の遊技台が
稼働するパチンコ店での需要を見越
し、今後 5 年間で遊技台全体の10％
に取り付けるという営業目標を掲げる。
　ほかにも、同社では消臭剤や旅客
機エンジンの洗浄剤を開発している。
原材料は食品添加物だけを使用し、
環境にやさしい点が売りだ。洗浄剤に
関しては、昨年の 2 月から既に羽田空
港の航空機整備会社で使用されてい
る。｢30 年先まで見越したものづくり
をしていきたい｣ と力強く話す村田社
長の言葉通り、次世代を見据えた開
発が進められている。

次世代を見据え
人と環境に優しい製品づくり

煩雑な依頼に応え続け
ニッチな市場に進出

高性能の自動搬送システムが
工場、病院、原発などで活躍

雷検知器は15もの特許を取得。
竜巻検知にも効果的だ

仕事を通して感動を追いかける
「追夢感動」を社是に掲げる村田社長

複数のAGVが稼働する際も交通管制で円滑な運搬が可能だ

■ 所在地 金沢市進和町10番地
TEL 076-291-6800

■ 代表者 村田　昌己　　　■ 設立 　　昭和41年5月
■ 資本金 4,000万円　　　 ■ 従業員数　 31名
■ 事業内容 物流倉庫、病院内の自動搬送システム・雷検知装置・

福祉機器・制御・セキュリティ機器の設計、製造
●http://www.shiko.biz/

（株）シコウ
DATA
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いしかわSOHOプラザ
　　　クリエーションオフィス
●●こんなあなたのニーズに応えます●●

■会  費
　3,600円／年度
■利用時間
　午前9時～午後5時

■休館日
　土曜日・日曜日・祝祭日及び
　年末年始（12月29日～1月3日）

打ち合わせ、商談に
ネット環境のある

場所がほしい

いつもと
違った環境で
仕事がしたい

ビジネス交流会に
参加したい

■サービス内容
多目的サロンのご利用
設備機器のご利用（コピー複合機など）
その他（情報誌「ISICO」送付、SOHOPLAZAニュースのメール配信）

1 2
3 4

5

　高い技術力や独自の技術、ノウハウ等を有し、飛躍的な成長が見込まれる企業を
育成する「ニッチトップ企業等育成事業」において、新たに谷田合金（株）、明和工業
（株）、（株）ヤマニの3 社が認定され、3月7日に県庁で、認定証交付式が行われた。
認定企業は今後、県、工業試験場及び ISICOの職員で構成する支援チームにより、
技術支援や融資の優遇措置などが受けられる。

各種アルミ・マグネシウムの精密
鋳造や高速精密加工を手がける。
精度の高い製品は車やバイクのエ
ンジン部品の試作、開発に用いら
れ、トヨタの高級車ブランド「レ
クサス」の開発用車両にもエンジ
ン部品を供給した。

もみ殻や野菜・果物の残渣、家畜の
糞尿、下水汚泥など、さまざまな有
機物を炭化する技術が強み。炭化物
は、土壌改良材や融雪材として利用
可能で、これまで、国内はもとより
中国やタイ、台湾などで導入実績が
ある。

メッシュクロスと呼ばれる極細糸を
網状に編んだ織物の製造で、全国ト
ップレベルの技術を誇る。製品はス
クリーン印刷の原版など各種産業資
材として使われ、近年、プラズマテ
レビの電磁波遮蔽材として需要が伸
びている。

金沢市東蚊爪町ラ 28-2
TEL 076-237-9400
http://www.tanida.co.jp/

金沢市薬師堂町イ29 番地
TEL 076-261-6468
http://www.meiwa-ind.co.jp/

加賀市大聖寺敷地ト３番地 
TEL 0761-73-2230
http://www.yamani-kk.com/

谷田合金（株） 明和工業（株） （株）ヤマニ

認定企業の横顔> > 

T O P I C S

ニッチトップ育成事業に3社を認定

イ シ コ・ ト ピ ッ ク ス

平成20年度オープンスペース利用会員

随時受付中 !!

【お問い合わせ】
いしかわSOHOプラザクリエーションオフィス  TEL 076-268-1200

（※）SOHO事業者とは、ITを活用して事業を行う従業員規模10名以下の事業者

商談室のご利用
インターネット（100Mbps）接続無料

■利用対象
SOHO事業者（※）及びSOHO事業者との連携を求める方



今回の特集では、webショップで頑張っている企
業の取り組みをご紹介するほか、支援機構の事業
を活用されて、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3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 「市場予測 2012」
　注目される成長市場について、2012年までの市場規模予測、市場成長要
　因・課題を全品目で解説しています。また、新市場を創出したり、既存市場
　を活性化する時代環境など、多様な要因についても分析しています。閲覧
　できますので、ぜひご活用ください。

　ISICO では、石川県内の企業と首都圏のバイヤーをダ
イレクトに結ぶサイト「石川新商品カタログ」を開設して、
販路拡大を支援しています。
　主な閲覧者は、首都圏を中心とした百貨店やスーパー、
専門店などのバイヤーの方々です。一般の方も閲覧可能
ですが、事業所の詳細な情報は登録バイヤーの方のみ
閲覧できるようになっています。
　また、お目当てのバイヤーには直接メールで情報提供
できる機能があるほか、新商品を登録するとターゲット
とするバイヤーに事務局（ISICO）から情報提供します。
まずは、アクセスして、ご登録ください。

② 「よくわかるQCの基本 全5巻」DVD
今、ものづくりの基本である品質管理が見直されています。品質管理の第
一人者・久米均氏が品質管理の基礎について解説しています。管理図の
「特異な点の動きを判定する８つのルール」などJISに対応した内容となっ
ています。

■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 「特許出願のてびき」
　日本の特許出願件数は、世界一位だと言われていますが、不備のまま出
　願したため、権利を取得できない出願が相当あります。このてびきは、無
　駄な出願を少しでも避けることができればと考え、特許出願の手続き及
　び権利の保全に最小限度必要な事務的知識を書いたものです。閲覧で
　きますので、ぜひご活用ください。

■ 登録手続について
所定の申込書でお申し込みいただくか、上記 URL にアクセスし、

「事業所様新規登録」のボタンをクリック。仮登録の画面に必要
事項を記入していただくと ID とパスワードを発行します。その後、
事業所様は事業所概要と商品情報を登録していただきます。

【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
TEL 076 -267-1140

ISICOライブラリをご利用ください

県内企業の新商品を首都圏のバイヤーへ
ぜひ、登録してください！

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。

登録商品は生活用品と加工食品です。
ご利用は無料です！

http://icata.isico.or.jp/

③


