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（株）サワヤが開発した「冷ぇルーフ」。
工場などの屋根に取り付けて、室温の
上昇を抑える。詳しくは、4ページを
ご覧ください。
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いしかわ発!熱血企業
（株）シンヤ

販路拡大に挑戦！

ビジネス・フロンティアに進路を取れ
ジャパンドームハウス（株）

制度を活用した取り組み

フロム・ユーザーズ
（有）ながたに

繁盛店の秘密を大解剖！

“新発想”集客効果アリ
（株）金港堂

ベンチャースピリットに触れる

21世紀にチャレンジ
（株）エヌ＆ケイ

ネットによる販路開拓

ネット進出レポート
鉢花工房アンド・プラント

融資・助成制度のご利用を

FINANCE
元気な中小企業に石川県から9社

イシコ・トピックス



�

　工作機械で金属を加工した際に出る
切削屑を搬送するチップコンベヤを主
力とするヨシダ鉄工は、「メッシュクーラ
ントコンベヤ」を新たに開発した。
　切削屑は通常、加工部位を適当な温
度に冷やすクーラント液と一緒に排出さ
れる。この製品のコンベヤは細かな網
状になっているため、切削屑だけがコン
ベヤ上に残って排出され、クーラント液
は浄化装置へと流れ込む仕組みになっ
ている。
　現在、チップコンベヤの主力はメッ
シュドラム式と呼ばれ、円筒型の金網
でクーラント液の中から切削屑をすくい
上げる仕組みである。しかし、このシステ
ムでは長い切削屑がからんでトラブルの
原因となる、アルミなど比重の軽い切削
屑をすくいにくいといった欠点があった。
　こうした欠点を克服しようと吉田孝雄
社長が工夫を重ねたのが「メッシュクー
ラントコンベヤ」である。長い切削屑も
微細な切削屑も1台で処理できるほか、
アルミやチタン、マグネシウムなど、近

年多用される軽量素材の切削屑にも対
応する。コンパクトな構造で、複合加工
機にも簡単に装着可能となっている。

　同社は昭和 60 年代以降、各種コン
ベヤのほか、立体駐車場装置や産業廃
棄物処理機などを手がけてきたが、平成
13 年、長引く不況やアメリカ同時多発
テロなどのあおりを受け、経営が厳しく
なったため、業界で認知度の高かったコ
ンベヤに経営資源を集中させ、再建に取
り組んできた。
　吉田社長は生き残りをかけ、他社と
差別化した製品開発に注力。平成 15
年には、部品点数が少なくシ
ンプルな構造で故障が極めて
少ない「エプロン式チップコ
ンベヤ」を開発し、多くのユー
ザーから高い評価を得たほ
か、金属加工機械大手の（株）
アマダにも採用された。
　「メッシュクーラントコンベ
ヤ」も自動車部品大手のアイ
シン精機（株）において、本

格導入に向けた実験が進んでいる。評
判は口コミで広がり、全国から視察団
が訪れているという。
　「小さい企業なので開発の専門部署
はなく、失敗作も多い」と苦労を話す吉
田社長、しかし、「アイデアと技術を伸ば
して、コンベヤメーカーとして存在感を
発揮したい」と意欲を燃やしている。
　このメッシュクーラントコンベヤは、
今年度、石川ブランド優秀新製品の機械
部門で金賞を受賞。審査員からは、金
属加工屑と加工液を効率よく分離し、
メッシュ部分の目づまりが少なく交換も
容易であることなど、メンテナンスもし
やすく、ユーザーの立場から開発された
製品との評価を得た。

コンベヤに特化し、アイデアを凝らした製品を開発する吉田社長

独自の技術 やアイデアで勝 負！

問題解決型の製品開発で、
全国に販路を拡大！
企業活動で生じた問題を解決する製品開発や他社とは一味違った独創性に富んだ発想で開発された
新製品について、今回は、3 社を取り上げて開発のポイントや市場からの反響を聞いた。

従来機種の欠点を克服
さまざまな切削屑に対応

6 年前からコンベヤに集中
他社との差別化が開発の鍵

切削屑とクーラント液を分離した上
で回収する「メッシュクーラントコン
ベヤ」

「メッシュクーラントコンベヤ」では、
コンベヤそのものに網の目状の素材
を採用（写真手前）

アルミなどの軽量の切削屑を処理
大手メーカーからも引き合い

■所在地　　能美市道林町丑38-1
　　　　　　TEL 0761-55-2058
■代表者　　吉田 孝雄　　　■設　立　　昭和56年10月
■資本金　　1,000万円　　  ■従業員数　52名
■事業内容　各種チップコンベヤなどの開発、製造
●http://www.yoshida-tekko.com/

(株)ヨシダ鉄工

巻頭特集
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　C-GRIP の 開 発した「Coda- DTV 
Broadcaster」は、データ放送用のコ
ンテンツを制作、放送するためのツー
ルである。現在、テレビ金沢に導入さ
れて地域情報やイベント情報の提供な
どに活用されており、日本全国のテレ
ビ局からも引き合いが来ている。
　データ放送とは放送用電波の隙間を
使って、各種情報を提供するサービス
のこと。地上デジタル放送では、通常
のテレビ放送の他にリモコンのボタン
を押すだけで、画面上に、地域の天気
予報や電子番組表などの入ったデータ
放送をいつでも呼びだすことができる。
　地上デジタル放送は現在、全都道府
県の県庁所在地において視聴可能で、
高画質・高音質のテレビ番組を楽しめ
るようになっているが、データ放送に
ついては遅々としてコンテンツ制作が
進んでいないのが現状だ。
　その原因となっているのがデータ放

送で必要となるBMLというプログラミ
ング言語である。ホームページ制作に
使われるプログラミング言語 HTMLと
違って、BML は精通した人材が少なく、
ソフトも高価なため、制作コストが高く、
長期の制作期間を要する。
　こうした問題を解決してくれるのが

「Coda-DTV Broadcaster」である。
HTMLで制作したものを BML に自動
変換してくれるので、BMLのプログラ
ミングに関する知識がなくても、ホー
ムページを制作するような感覚で簡単
に素早くデータ放送用のコンテンツを
制作できる。しかも、大手システムベ
ンダーが開発する制作、放送機器に比
べて導入費用は約1/5 に抑えられると
いう。

　「Coda-DTV Broadcaster」の大き
な特徴は、データベースの連携機能に
ある。これ1台あれば、さまざまなシ
ステムベンダーが開発した独自のデー
タベースからデータを抽出したり、受
信できるため、人の手を介在させるこ
となく、タイムリーな番組制作が可能
になる。
　例えば、今年 4月の統一地方選挙
の際には、NNN（日本テレビ系列によ
るニュースネットワーク）のデータベー
スと接続して開票速報を実施。他局の
データ放送はもちろん、アナログ放送
の文字テロップよりもスピーディーに開
票情報を放送した。

　テレビ金沢編成技術本部技術セン
ターの大川智之技術部次長は「たくさ
んのコンテンツを作った上で、視聴者
の意向を汲んでいいものを残していき
たい。そのためには安くて早く作れる
ことが重要なので、非常に重宝してい
る」と話す。
　一方、「データ放送を活用すればテ
レビ局の新たな収益モデルを構築でき
る」と語るのは黒口社長だ。将来的に
は、「データベース連携機能によって、
ウェブ上で実現しているビジネスモデル
がそのままデジタルテレビで展開でき
る」と自信をみせる。つまり、銀行や
航空会社、自治体のデータベースと家
庭のデジタルテレビを結ぶことで、ネッ
トバンキングや航空券などの予約・決
済代行、公共施設の予約なども、自宅
にいながらにしてできるというわけだ。
　データ放送に対するテレビ局の取り
組みは、まだまだこれからが本番であ
る。C-GRIP の技術はデータ放送の新
たなスタンダードとなる可能性を秘めて
いると言えそうだ。
　この「Coda-DTV Broadcaster」は、
平成18年度の「産学・産業間連携新豊
かさ創造実用化プロジェクト推進事業」
の対象事業となり、今年度は、石川ブ
ランド優秀新製品の情報産業部門で金
賞を受賞した。審査員からは、地上デ
ジタルテレビ放送の推進という時代背
景を的確に捉えた BML 変換技術は新
規性と市場性が認められ、地方テレビ
局のビジネスモデルとなり得る革新的
なものとの評価を受けた。

データ放送用コンテンツを素早く、簡単に
制作、放送する「Coda-DTV Broadcaster」

データ放送の新たな可能性に挑戦するC-GRIPの黒口社長（写真左）とテレビ金沢の大川次長

地デジに取り組むテレビ局の
新たな収益モデル構築に貢献

■所在地　金沢市諸江町中丁322番地5
　　　　　TEL 076-208-7311
■代表者　黒口 秀己  　　　■設立　平成16年2月
■資本金　4,800万円　　　■従業員数　25名
■事業内容　コンピューターソフトウエアの開発
●http://www.c-grip.com/

(株)C-GRIP

データ放送用コンテンツを
素早く、簡単に制作

各種データベースと連携可能
多様なサービスへの応用も
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　石川ブランド認定製品生活産業部
門金賞に輝いたのは、電気工事やラ
ンプ販売を手がけるサワヤが開発し
た「冷ぇルーフ」だ。冷ぇルーフは
工場や店舗に多い金属折板屋根に取
り付ける遮熱シートで、日光が屋根
に直接当たるのを防ぎ、シート下に
日陰を作りだすことで屋根温度の上
昇を抑える。「取り付け後すぐに、そ
の効果を実感できる。エアコンの設
定温度を見直すことで電気代の節約
に貢献できる」。同社冷ぇルーフ事業
部広報担当の城見光彦氏は、建物の
クールビズ商品に胸を張る。
　加えて、効果の持続性と割安のコ
ストも魅力だ。従来商品は、屋根の
温度を下げるために光を反射させる
方法であったが、黄砂などの汚れが
効き目に影響するため、定期的なメ
ンテナンスが不可欠だった。それに
対して、冷ぇルーフは、光の遮断を
目的としているため、汚れても十分
に効果を発揮する。素材は特殊加工
したポリエチレン系樹脂シートを用
い、留め具も鉄やプラスチックといっ
たリサイクル可能なものを使用して
いる。
　さらに、シートに空けた穴が突風
などの抵抗を逃がし、雨が屋根に直
接当たらず雨音も室内に響きにくい。

コンビニエンスストア 2 店舗分の面
積（約 1000㎡）ならば約 1 日とい
う施工期間の短さもメリットだ。
　これら数多くの特徴を誇る冷ぇ
ルーフは、昨年末の本格的な販売開
始からわずか 7 カ月、在庫切れ状態
が続くほど、海外や国内の工場や店
舗から注文が寄せられているという。

　そんな人気商品開発のヒントは、
社内にあった。「当社には廃蛍光灯適
正処理施設がある。その工場は金属
折板屋根で、場内で働く社員から『暑
い』という不満の声が挙がっていた」

（城見氏）。冷ぇルーフ開発はその声

をスタートに進められ、1 年後には
同社の商品ラインアップに加わった。
　サワヤでは、このように社員や顧
客などの身近な声をきっかけに、商
品開発が始まるケースが少なくない
という。
　 同社では今後、商品の安定供給を
実現する生産体制の構築やアフター
ケアの充実に力点を移していく方針
だ。「市販の素材を応用したので、開
発はスムーズだった。本番は、販売
が本格化したこれからだ」と、城見
氏も強い意気込みを見せる。石川ブ
ランド受賞を追い風に、冷ぇルーフ
事業を成長させていくための気運は
新商品の遮熱効果とは正反対に熱を
帯びはじめている。

アイデア満載の遮熱シートで
工場・店舗をクールビズ

■所在地　　金沢市駅西本町3-18-30
　　　　　　TEL076-263-0654
■代表者　　尾崎  東志郎
■設立　　　昭和61年8月
■資本金　　1,500万円
■従業員数　72名
■事業内容　電気工事、ランプ販売、廃蛍光灯適正処理、
　　　　　　冷ぇルーフ施工、リサイクル商品の開発
●http://www.308-al.co.jp/

(株)サワヤ

冷ぇルーフ事業部広報担当の城見光彦氏。
今後より一層、広報活動に力を入れ、さらなる全国展開を目指している

冬場、雪が直接屋根に当たらないため、室温と屋根の温度差が小さく、ユーザーから結露の緩和に
つながったとの反響もあった

日光を遮り
屋根の温度上昇を抑制

社員の声が
開発の契機に



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。

　和惣菜の缶詰、レトルト食品な
どを製造、販売しているシンヤは、
I S IC Oの専門家派遣制度を活用
して、衛生管理の向上に取り組んで
いる。
　専門家派遣制度とは、企業経営
や技術開発における問題解決を図
るため、I S IC Oが目的に応じて
最適の専門家を派遣し、具体的、実
践的なアドバイスを行うというもの。
企業は、必要経費の1/3を負担す
るだけで利用できるメリットがあ
る。
　「消費者はもちろん、大手スー
パーなど流通業者が求める衛生管
理レベルは、年を追うごとに高まっ
ている」と話すのは同社の新屋弘
治専務取締役だ。食品を提供する
企業として、こうしたニーズに確実に
応えようと、平成17年4月から衛生
管理の専門家を招いてアドバイス
を受けることにした。工場点検を手
始めに、5S（整理・整頓・清掃・
清潔 ・しつけ）の徹底、防虫対策、
異物混入対策、従業員教育など、
月に1度、専門家に指導を仰いだ。
I S IC Oの専門家派遣制度利用終
了後も、自社で専門家を招き、指導
を受けている。
　新屋専務は「回を重ねるごとに

知識が増え、意識も変わった。流通
業者などが工場の視察に訪れた際
もほめられることが増えた」と話し、
レベルアップの手ごたえを実感して
いる。

　シンヤの主力商品は、「治部煮」
「ふぐのぬか漬け」など、地元の郷土
料理を中心とした和惣菜だ。「ふく
ら屋」のブランド名で多くの支持を
集め、現在ではその商品ラインアッ
プはおよそ150種にも上る。中でも、

「たらの子のうま煮」は大正時代か
らのロングセラーで、レトロなデザ
インの缶詰は今でも根強い人気を
誇っている。
　どの商品も、長年経験を積んだ
職人が手づくりするのがシンヤの

特徴だ。天候や素材の状態を見極
めながら、塩加減や火加減を調整。
近年主流となっている蒸気釜では
なく、直火の釜でじっくりと炊き上
げていくことで、昔ながらの味を守
り続けている。
　伝統の味と製法を守り続ける一

方で、新商品の開発にも余念がな
い。その一つが平成16年から発売
している「加賀のおかゆ」である。
五郎島金時や加賀棒茶など、地場
の農産物を使用したレトルト商品
で、健康志向を反映し、自宅用ある
いはギフト用として売り上げを伸ば
している。
　自社商品開発の傍らで、近年で
は、確かな技術が評価され、OEM
生産も増えてきた。例えば、2年前
からは大阪の大手ホテルの朝食バ
イキング用に、ホテルシェフのこだわ
りの味付けを正確に再現した和惣
菜を提供している。自社商品の開
発、あるいはOEM生産に向けた試
作は年間50品を下らないという。
　ベテラン職人の技術に裏打ちさ
れた確かな味と、専門家に指導を取
り入れた確かな安全性。食品メー
カーに欠かせない二つの要素を土
台に、シンヤは成長を続けていく。

新商品開発も活発
大手ホテルのOEM生産も

専門家の指導の下、
5Sや防虫対策を強化

自主衛生管理を徹底し、
食品の安全性を確かなものに

■所在地　　金沢市泉3-6-48
　　　　　　TEL076-242-3810
■代表者　　新屋  武久
■設立　　　明治43年10月
■資本金　　4,000万円
■従業員数　30名
■事業内容　缶詰、レトルト食品、佃煮等の製造、販売　　　
●http://www.fukuraya.com/

いずれの商品も職人が手づくりし、昔ながらの味を
守り続けている

工場内は徹底した衛生管理によって安全性の向上に取り組んでいる

時代のニーズに合わせた衛生管理レベルを追求する新屋専務

(株)シンヤ
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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。

　発泡ポリスチレンを構造材としたドームハウスに国内外か
ら注目が集まっている。話題性抜群のユニークな形状に加
え、低価格で施工期間が短く、断熱性、耐震性などに優れ
るなどメリットも多く、今年度は 30 億円の売上高を見込ん
でいる。
　このドームハウスを考案したのは、御菓子城加賀藩（加
賀市）などを経営するホッコウグループのジャパンドームハウ
スである。開発のきっかけとなったのは、同グループが熊本
県内で展開する自然と健康をキーワードにしたテーマパーク

「阿蘇ファームランド」に宿泊施設を建設するにあたって、ま
んじゅうのような形のコテージを作りたいという発想だった。

「ドーム型の建物は特別珍しいものではない。しかし、施設
のコンセプトにぴったりのものがなかった」と話す同社企画
部の清水浩一郎部長。そこで、福岡県内の建築設計事務
所などと協力し、独自の建物を開発した。幅約 2.2m、高さ
約 3.5m、厚さ20cmという大きな発泡ポリスチレンパーツ
を成型するための機械も自前で準備した。
　また、ISICO の仲介によって金沢工業大学の新保實教授
とも構造に関する共同研究を進め、木材、鉄、コンクリート
以外の構造材としては初めて、国土交通大臣の認可を取得
した。

　阿蘇ファームランドでは現在、
450 棟が宿泊施設として使われてい
て、年間稼働率 80％を超える人気
を博している。せっかく導入した設
備を有効活用しようと外部への販売
にも取り組んでいる。

　ドームハウスの内部は直径 7m、
天井高約 3mで、広さは約 36.3㎡
になる。構造材である発泡ポリスチレンは、通常の発泡スチ
ロールの発泡倍率を約1/3 に抑えることで、建築構造材とし
て適応できるように強度を高め、さらに、難燃加工、紫外
線からの劣化を防ぐ UVカット加工を施した。壁の厚さは
20cmにもなるため、断熱性に優れ、冷暖房時の電気代は
1/10 以下で済むという。基礎の上に10 個程度の部品を組
み立てるだけなので、3 〜 4人で約 7日間という短期間での
施工が可能。標準タイプで一棟 480 万円からという手ごろ
な価格も魅力だ。
　阿蘇ファームランドでの活用が呼び水となり、宿泊施設や
飲食店、事務所、住宅、別荘など、幅広い用途で受注が
舞い込んでいる。最近では、国内にとどまらず、中国や韓国、
台湾のリゾート企業なども興味を示しているという。
　このほか、優れた断熱性能を生かし、阿蘇ファームランド
では低温保存用倉庫としても利用している。基本はドーム型
だが、パーツの組み合わせによって、幅や高さ、長さは用途
に応じて変更可能
だ。同社では、さ
らに発泡ポリスチ
レンの可能性を追
求し、販路を拡大
する構えだ。

■ 所在地 加賀市新保町ロ-3-17
 TEL 0761-44-2525
■ 代表者 北川 勝幸
■ 設立 平成16年3月
■ 資本金 3,000万円
■ 従業員数 30名
■ 事業内容 ドームハウスの設計、製造、販売
●http://www.dome-house.jp/

ジャパンドームハウス（株）

抜群の断熱性能
ローコスト、短納期も魅力

阿蘇に450棟のドームハウス
国土交通大臣の認可も

発泡ポリスチレン製の
ドームハウスを開発
宿泊施設や店舗、住居として注目

阿蘇ファームランドには、雄大なロケーションのもと、
450 棟のドームハウスが宿泊施設として利用されている

建築物として防火基準や耐久性能もクリア。
ドーム型で地震や台風にも強い

ドームハウス内部には柱がなく、広々 とした快適空間が広がる
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フロム・ユーザーズ

設備貸与制度の利用者に聞く

From

USERs

　永谷誠行社長が経営する「ニューライフ
ながたに」は、衣料品をはじめ、雑貨や食品、
酒類などを販売するスーパーストアである。
国道 249 号沿いに位置する約 500㎡の店
舗には、商品が所狭しと並び、生活必需
品が何でもそろう店として地域の人 に々親し
まれている。
　同店ではこれまで、ISICOの設備貸与制
度を利用して敷地内にさまざまな設備を導
入し、店舗の魅力アップに取り組んできた。
　まず最初が平成11年に設置したコインラ
ンドリーとコイン精米所である。周囲からは

「洗濯機は各家庭にあるからニーズが少な
いのでは」という声もあったが、大量の衣

類をスピーディー
に洗濯、乾燥で
きる上、毛布な
ど大きなものも
洗えるとあって好
評だ。

　精米機の需要も堅調だ。特に、米の収
穫期には、農家から直接玄米を買う消費
者はもちろん、親戚などに米を送る農家の
利用も多く、1台では足らなくなり、平成
13 年には 2 台目を導入。今年 6月には七
尾市舟尾町にもコイン精米所をオープンさ
せた。新しい精米機は、ニーズが増えてい
る無洗米にも対応する。
　平成16 年には店舗のすぐ隣に、ドライ
ブスルータイプのコイン洗車場をオープン。
買い物や洗濯、精米、洗車などがワンストッ
プで利用できるようになっている。

  「ニューライフながたに」は平成元年に、
車でのアクセスを便利にし、店舗面積を大
幅に拡大するため、それまで商店街にあっ
た衣料品店を現在地へと移転したのが始ま
りである。開店後しばらくは順調に売り上
げを伸ばしたが、近隣にコンビニエンスス
トアやドラッグストアなどが出店したことな

どから平成 6 年ごろから成長に
陰りが見え始めたという。
　そこで永谷社長が考えたのが、
コインランドリーやコイン精米
機、コイン洗車場の導入だった。

一見、統一感がないように感じられるライ
ンアップだが、共通して言えるのは「地域の
人に喜んでもらえるビジネス」だと永谷社
長は話す。
　洗濯の合間に買い物を楽しんだり、洗
車場を利用するために、これまで店に足を
運んでくれなかった若者が来店するように
なったりと、本業にも相乗効果をもたらし
ている。
　釣った魚を冷やすのに安く氷が買えれば
便利だろうと、今年 6月にはコイン製氷機
も設置した。地域にどんなニーズが眠って
いるのか。永谷社長は今日もアイデアを巡
らせている。

コインランドリーや
精米所を次々導入

コイン精米所は他地域に比べても
高い稼働率を誇っている

（有）ながたに ■ 所在地 七尾市中島町中島20-2
　　　　　 TEL 0767-66-1226
■ 代表者　永谷 誠行 ■ 設立　 昭和63年8月
■ 資本金　1,000万円 ■ 従業員数　5名
■ 事業内容　衣料品、雑貨、食品の販売

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。

洗濯機 6 台、乾燥機 6 台を備えたコインランドリーが本業の集客につながっている

地域で喜ばれる
設備を併設し、
店舗の魅力をアップ

地域貢献が第一
店舗との相乗効果も

車でのアクセスに便利な国道249号沿いに
位置する「ニューライフながたに」

「地元で生まれ育った人間として、地域貢
献が第一」と経営理念を話す永谷社長
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　オーダーシャツの販売を専門に手がける
金港堂では、ネットショップを活用して実店
舗への集客を図っている。
　 きっか けは 昨 年4月にISICOが 運
営するバーチャルモール「お店ばたけ
ISHIKAWA」に出店したことだった。シャ
ツをオーダーするためには肩幅などを採寸す
る必要があるため、ネットで売り上げを伸ば
すのは難しい。それならばと実店舗への集
客をメインに考え、それまでのホームページ
をリニューアルすることにした。
　単に店舗を紹介するだけではつまらない
と考え、オーダーシャツの店らしく、自分の体

を採 寸 する方
法やお気に入り
のシャツを送る
方法など、6つ
のオーダー方法
を考え、ネットで
オーダーできる
よう工夫してい
たが、来店促進
効果を狙って、
取り扱っている
生地ブランドや

製作工程、店舗内部の様子などのほか、オー
ダーシャツの実例も紹介し、購入意欲を高め
るよう工夫した。

　狙い通り、リニューアル
後はホームページを見て
来店する客が増えてきた。

「初めての店には誰でも入
りづらいものですが、店舗
の様子や商品、価格帯な
どの情報が先に得られる
ことで来店しやすくなっ
た。不特定多数の人に一
斉に告知するテレビや新
聞と違って、ネットの場合は、商品や情報を
探している人が見てくれるので、来店につな
がる可能性が高い」とオーナー兼ウェブマス
ターの宮谷隆之代表は分析する。

　金港堂のネットショップからは、宮谷代
表が3年前から続けているブログも見られ
るようになっている。話題はファッション
を中心にさまざま。北陸の人気ブログラン
キングで一時期トップになるほどの人気で、
メールでの問い合わせも増えているという。
　当初は期待していなかった効果も表れ
ている。その一つがネットを通じたオー
ダーの増加である。客単価は実店舗と比
べても遜色がなく、一度注文してくれた人
が、次には来店して注文するケースも多い。
また、これまでは40代以上の客が多かっ
たが、最近では20 〜 30代の客が増えてき
た。さらに、一般消費者だけでなく、貸衣

装店からの受注も舞い込んできている。
　競争が激しさを増す中、「オリジナリティ
の高い一着を作るために、より専門性を高
めていきたい」と宮谷代表は今後の方向
性を示す。どんな業種でも、専門性が高ま
れば高まるほど市場が小さくなるもの。こ
れを補うためには販売エリアを広げる必要
があり、広域から集客するにはネットが有
効と宮谷社長は考えている。Q＆Aや実
例集の充実など、今のホームページに足り
ない部分も見えてきた。「今後もサイトの充
実を図り、全国からシャツ好きの人を集め
たい」と期待をふくらませている。

マスメディアの広告より
高い確率で来店

ネットからの注文も増加
客層の変化も

「青森や静岡から出張のついでなどに来
店してくれた方もいました」と顔をほころ
ばせる宮谷代表

ネットショップやブログを活用して
実店舗へ集客

繁盛店には、独自のノウハウがある　　。
集客の仕組み、あるいは仕入れから商品の陳列、
サービスの充実といった店づくりの工夫などを大解剖します。

昭和7年から片町商店街の一角に
店を構える金港堂

（株）金港堂
■ 所在地 金沢市片町2-1-1
 TEL 076-262-7535
■ 代表者 宮谷 隆之
■ 設立 昭和7年4月
■ 資本金 1,000万円
■ 従業員数 5名
■ 事業内容 紳士洋品小売・
　 オーダーシャツ販売
●http://www.kinkodo.co.jp/

客層の変化に合わせて店内の品ぞろえも20 〜 30代向けの商品が増えてきた

どんなシーンで着用するのか、コミュニケーション
を重ねながらシャツが作られていく
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　パソコンの活用やネットワークの構築などをサポートする
エヌ＆ケイでは、今年3月、独自のCMS（コンテンツ・マ
ネジメント・システム）である「BORNSITE（ボーンサイト）」
を開発した。

　CMSとは、Webコンテン
ツを自動的に構築、編集して
くれるソフトウェアのこと。
ホームページやブログを制作
するには、通常、HTMLなど
の特殊言語を使って、文章や
写真をレイアウトしたり、装
飾する。これには専門的な知
識が必要で、そのため、外

注費がかさんだり、情報の更新がおろそかになるケースが
多々ある。一方、BORNSITEを導入すれば、あらかじめ用
意されたテンプレート（ひな型）を利用して、誰でも簡単に
Webコンテンツを作ることができる上、特別な知識を習得
しなくても、記事の投稿や編集が簡単にできる。
　既存のCMSは、デザインの自由度が低いものが多かった
が、BORNSITEでは細かなカスタマイズも可能で、オリジ
ナリティの高いデザインが実現する。
　ほかにも、携帯専用ページの構築、登録したユーザーだけ
が利用できるページを設定できるなど、多様な機能を搭載し
ている。

　そもそもエヌ＆ケイの浜田昭代表がCMSの開発を思い
立ったのは昨年2月のことである。自身がさまざまなCMS
を実際に使ってみたところ、理想的なソフトが見つからな

かったことがきっかけだった。「知識がなければソフトのイ
ンストールさえも難しいのが現状。マニュアルがなくても、
直感的に操作できるぐらい簡単でなければ」。そう考えた浜
田代表は、オリジナルソフトの開発に向け構想を練った。
　開発には、システム開発を専門とする能美システムデザ
インの西川方敏氏と共同で取り組んだ。ITに無縁と思われ
る50歳代の男たちが出会うきっかけとなったのは、浜田代
表が一時期入居していた ISICOのSOHO支援拠点「いしか
わSOHOプラザクリエーションオフィス」だった。その後、
浜田代表の描くプランに西川氏が共感し、開発がスタート。
二人で議論を交わしながら、具体的な仕様を固めていった。
　BORNSITEのメインユーザーとして考えているのは企業
や店舗、自治体である。すでにホームページを持っているユー
ザーを考慮し、HTML形式のホームページからの移行もス
ムーズにできるよう設計されている。また、期間限定のセー
ル情報を発信したり、情報の公開記録を残しておくために、
指定した日時や期間に記事を公開できる便利な機能を盛り込
んだ。
　リリース以降、食品メーカーや服飾店、自治体などで導入
が進んでおり、使い勝手については好評を得ている。「数年
後にはオープンソース（ソフトの設計図の無償公開）とし、
世界に通用するCMSにしたい」と夢をふくらませる浜田代
表。今後、さらなる改良を加え、機能を充実させていくこと
にしている。

21 世紀のチャレンジ
ベンチャースピリットに触れる

産業構造の高度化、急速な技術革新が進む中にあって、
企業にとってはビジネスチャンス獲得のために
新たなチャレンジが求められています。
その中で、独自の取り組みで工夫を見せ伸びゆく企業を紹介します。

デザインの自由度が高く
記事の更新、編集も簡単に

ISICOのSOHO 支援拠点で
共同開発者と出会い

ホームページでは「BORNSITE（ボーンサイト）」の
機能やマニュアルを紹介

ISICOのSOHO支援拠点で出会って協力関係を築いた
浜田代表（写真右）と西川氏

専門知識がなくても操作できる
Webコンテンツの自動構築ソフトを開発

（株）エヌ＆ケイ ■所在地　　金沢市八日市1-650
　　　　　　TEL 076-226-8870
■代表者　　浜田 昭
■設立　　　平成7年4月

■資本金　　1,000万円
■従業員数　1名
■事業内容　IT関連事業、広告代理店業務
●http://www.bornsite.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

　白山市内に3棟のハウスを構え、ゼラニュームなどの
鉢花を生産しているアンド・プラント。ISICOが主催
するネット販売支援セミナー「バーチャルショップ道
場」に参加したことを手始めに、平成16年春にネット
ショップを開設した。
　きっかけは、「せっかく鉢花を買ってもうまく育てら
れない」という消費者の声だった。生花店ではたくさ
んの種類の花を扱っているが、店員がその一つ一つの
育て方について消費者に詳しくアドバイスするには限
界がある。そこで、今本健夫さんは「生産者である自
分たちならばそのフォローができるし、そうすることで
業界全体の成長にもつながる」とネットショップの開
設に踏み切った。
　また、物は試しと通販で鉢花を購入してみたところ、
とても商品とは言えないものが届いたことがあり、「消
費者にちゃんと元気な花を届けたい」という思いが芽
生えた。
　アドバイザーの指導
をもらいながら試行錯
誤を繰り返して制作し
たホームページは、季節
に応じた鉢花を購入で
きるようになっているほ
か、2年前からはブロ
グで日々の作業や花の生育状況などをつづっている。
　開設以来、アクセス数は順調に伸びており、ガーデ

ニングを楽しむ消費者からも多くの問い合わせが寄
せられているという。「分からないことがあっても種苗
会社などに問い合わせるなどして、答えるようにしてい
る。そうすることで自分にとっても勉強になる」と今本
さん。一方で販売の方はまだまだだが、「開けてびっく
りしました」「すごく元気でうれしいです」など、消費者
からの喜びの声が大きな励みになっているという。

　両親が経営するトマト農家か
ら独立、転身して約13年。最近
になって、ようやく自分なりの型
ができてきたと感じている。
　鉢花の生産で最も重要な土
づくりに関しては、長年堆肥を積
み上げて熟成させた土に、ピー
トモス（ミズゴケなどが泥炭化
したもの）、軽石を独自にブレンドして他の生産農家と
大きく差別化を図っている。同時に、種まきから出荷
に至るまで生育段階に合わせて管理し、元気な花を育
てている。
　ネットショップの今後について今本さんは、「消費者
に選ばれ、買いたくなるようなホームページにするため
に、生産者だからこそ可能な情報発信に力を入れた
い」と話す。これまで蓄積してきた顧客データを活用
したメルマガの発行など、コンテンツの一層の充実を
目指し、今本さんは今日もパソコンに向かう。

鉢花工房
アンド・プラント
■ 所在地 白山市平木町37-1
 TEL 076-274-4577
■ 代表者 今本 健夫
■ 従業員数 2名
■ 事業内容 鉢花の生産、販売

ガーデニング愛好家から
多くの問い合わせ

独自にブレンドした
培養土で差別化

独自にブレンドした培養土に、丁寧に
苗を植えていく

「ネットショップでは訴えたいことをダイレクトに表現したい」と話す今本さん

［鉢花工房 アンド・プラント］

http://www.andplant.jp/

生産農家直送の元気な鉢花と
情報をネットで提供

ガーデニングの定番・ゼラニュームを中心に
販売するネットショップ
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経営の安定や積極的な事業展開を支援する融資・助成制度のご紹介です。

石川県 産学・産業間連携支援に係る補助事業・委託事業（平成19年度）

ISICOライブラリ  書籍・ビデオ情報 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・ビデオの整備を行っています。お気軽にお立ち寄りください。

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。

【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　
TEL076-267-1001

J I S Q 15001:2006、プライバシーマークに対する知識・
意識 ・ 実際を全従業員が共有するための教材として、社
員研修等でご活用ください。

「JIS Q 15001:2006完全対応 プライバシーマーク入門（全2巻）」
ビデオ情報 新 着！

書籍情報

レジャー事業評価のための基本、主要業種の事業評価手
法と利回り算出の手法についてわかりやすく解説してい
ます。貸出可能ですので、ぜひ、ご活用ください。

「主要レジャー業種の事業評価・分析マニュアル」

対象事業
産学・産業間で連携して行う新技術・新製
品の研究開発において必要な予備的調査

（実用化可能性調査、市場調査など）

産学・産業間で連携して行う
新技術・新製品の研究開発

産学・産業間で連携して行う生産技術
の高度化（コスト低減、品質向上、効
率化など）のための研究開発

産学・産業間で連携して取り組んでき
た共同研究開発等の成果や開放特許を
実用化又は事業化するための研究開発

企業、大学等からなる連携体の代表者
（県内企業）   ＊大企業も応募可能です

企業、大学等からなる連携体の代表者
（県内中小企業）

企業、大学等からなる連携体の代表者
（県内企業）＊大企業も応募可能です

① 旅費　　　② 材料・消耗品費
③ 謝金　　　④ 機器・設備等賃借料
⑤ 委託費　　⑥ その他の経費

① 直接人件費　　② 構築物費　　　③ 機械装置費　　　④ 材料・消耗品費
⑤ 外注加工費　　⑥ 技術指導費　　⑦ 連携体委託費　　⑧ その他の経費

100 万円以内委託
国等の研究開発助成事業に

応募する場合は 200 万円以内
200 〜 1,000 万円

補助率 1/2
200 〜 500 万円

補助率 1/2

4 ヵ月程度
（年度跨ぎ不可）

1 年以内
（年度跨ぎ可）

2 年以内
（年度跨ぎ可）

提案書 ①計画書、②申請者の過去 2 年の決算書

書面審査及び審査会（ヒアリング）を経て、
採択を決定 ※国の戦略的基盤技術高度化支
援事業に応募する案件は一定の配慮を行う

書面審査及び審査会（ヒアリング）を経て、採択を決定

3 件程度 1 件程度 2 件程度 1 件程度

募集期間　： 9 月 3 日〜 9 月 28 日
審査、採択：10 〜 11 月
契約締結　：11 〜 12 月

募集期間　：  9 月 3 日〜 10 月 12 日
審査、採択： 10 〜 11 月
交付手続　： 11 〜 12 月

(財)石川県産業創出支援機構
プロジェクト推進部
TEL:076-267-6291

石川県商工労働部産業政策課
技術振興開発支援グループ

TEL:076-225-1513

(財) 石川県産業創出支援機構
プロジェクト推進部
TEL:076-267-6291

Ｆ／Ｓ（予備的調査） 研究開発 実用化

産学・産業間連携新技術・新製品
開発事業化可能性調査

産学・産業間連携研究開発
事業費補助金

産学・産業間連携モノづくり産業生産
技術高度化事業費補助金（研究開発）

産学・産業間連携新豊かさ創造
実用化プロジェクト推進事業

補助金の
名　　称

年間 2,000 万円以内
補助率 2/3

（2 年間で最大 4,000 万円）

対象者

補助対
象経費

補助率
及び

補助金額

対象期間

必要書類

採択方法

採択枠

問い合わせ先

スケジュール
（予定）



今回の特集では、問題解決型の製品開発企業の
取り組みをご紹介いたします。また、支援機構の
事業に参加され、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。御社におけるビジ
ネス活動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］2007年8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

古紙配合率100％再生紙を
使用しています

T O P I C S イシコ・トピックス

最新情報の収集から、経営や技術に関する相談、産学官のネット
ワーク形成など、あなたのビジネスをインターネット上で支援する
DGnet（デジネット）をご活用ください。

さらに詳しい情報・最新情報は、

DG net↓
http://www.isico.or.jp

をご覧ください。 

今年度、中小企業庁が選定した「元気なモノ作り中小企業300社」として、
石川県より9社が選ばれましたのでご紹介いたします。

株式会社日本パーツセンター 明和工業株式会社

株式会社ヤマニ 株式会社能任七 株式会社オンワード技研

株式会社浅野太鼓楽器店 石川技研工業株式会社 株式会社ＢＢＳ金明

（中小企業庁ホームページより引用）

http://www.tamada.co.jp/

鉄とＦＲＰを複合する独自技術
で耐久性の高い石油地下貯蔵
タンクを製造

http://www.n-parts.jp/

特殊な形状のフェンスで風・砂・
粉塵・地吹雪を防ぐ

http://www.meiwa-ind.co.jp/

公害防止技術の蓄積により
バイオマス炭化装置を製造

プラズマＴＶディスプレイ用
電磁波遮蔽材の製造

繊維加工技術から人工衛星の
アンテナを製作

あらゆる工業製品をコーティング
処理する薄膜技術

http://www.onwardgiken.jp/

http://www.asano.jp/

老舗の和太鼓製造技術で革新
的な新商品を開発

http://www.i-giken.co.jp/

シーム溶接技術でステンレスク
ラッドパイプを製造

高速・高精度なシリコンウェーハ
エッジ研磨装置を製造

http://www.bbs-ltc.com/index2.htm

元気な中小企業に石川県から9社

玉田工業株式会社
住所：金沢市無量寺町ハ61-1
電話：076-267-4888

住所：金沢市湊3-12-3
電話：076-238-6111

住所：加賀市大聖寺敷地ト-3
電話：0761-73-2230

住所：かほく市遠塚ニ20
電話：076-285-0117

住所：能美市吉原町ワ -13
電話：0761-55-0466

住所：白山市旭丘1-11
電話：076-275-6131

住所：白山市出合島町1272-2
電話：076-277-1145

住所：白山市福留町587-1
電話：076-277-1717

住所：金沢市薬師堂町イ29
電話：076-261-6468

1 2 3

4 5 6

7 8 9


