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企業トップの素顔に迫る

トップの選択
（株）ぶった農産 代表取締役社長　佛田利弘氏

支援メニューを詳しく紹介

ISICO利用術
DGnet（デジネット）／ Ishikawa Catalogue for Buyers

ISICO アドバイザー 北嶋正廣氏に聞く！

経営革新に挑む！

ネット販売による販路開拓

ネット進出レポート
前越電化社／（有）マイスター・マトバ

支援施設から羽ばたけ！

入居企業ファイル
（株）ソニックヘッド／オフィス クリエイトワン

融資・助成制度のご利用を

FINANCE
県内中小企業の製品紹介
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03  巻頭特集

新たな企業価値を創造し、リスク低減を

多角化戦略で実現する
企業の持続的発展

「石川県産学・産業間連携新豊かさ
創造実用化プロジェクト推進事業」
に採択された、㈲ライスクリエイトの
100％天然塗料「キヌカ」。詳しくは、
巻頭特集をご覧ください。
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　野々市町内に広がる約24ヘクタールの
田畑で、米や野菜を有機栽培する。農業
に携わるようになって24年。直営店やイ
ンターネットを通じた販路拡大、新規学
卒者の雇用など、一貫して農業のビ
ジネス化に取り組んできた。自家
製みそを使用した漬物など加工販
売にも熱心だ。平成13年には全国
で初めて農業生産法人の株式会
社化に踏み切った。
　最近では、農作業以外の仕事に
も精を出す。例えば、代表取締役
副社長を務める（株）ジャパン・ア
グリ-カルチュア・マーケティング＆
マネジメント（JAMM／本社・東京）
では、農産物のブランディングや販
促支援など産地と消費者を結ぶた
めのソリューションビジネスを手が
け、全国各地を飛び回る。移動の
ため飛行機に搭乗する回数は、年
に約100回だ。

　こうした取り組みの背景には、こ
のままいけば産業としての日本の
農業が、ひいては私たちの食卓が
大きなダメージを被るという危機
感がある。
　「今のところ、海外の農産物は
安い人件費に支えられてコスト競争力を
維持しています。しかし、その国だって経
済発展とともに人件費は上がる。そうす
れば農産物の価格も上がるし、自国での
消費が増え、輸出量も減るでしょう。いず

れ、中国産の枝豆が買えなくなって、代わ
りに安いシリアルをおつまみにビールを
飲まなきゃいけないなんてことにもなり
かねませんよ」。
　そうならないために喫緊の課題となる
のが農業の経営基盤の強化なのだ。お

いしく安全な農産物づくりはもちろん、日
本の農業が抱えるさまざまな課題の解
決に向けて、日々、新たな構想を練る。消
費者から出資を募り、事業資金を調達す
る農業ファンドもその一つだ。

　それにしても、自社にとどまらず、日本
の農業界全体に刺激を与えようとするパ
ワーの源はどこにあるのか。「決してビジ
ネスに対するモチベーションが高いわけ
じゃありませんよ。ただ、おいしいものを
食べたいだけなんです（笑）。自分ですべ

てを作ることはできませんか
ら」。

　この9月には、石川県立大学
の隣接地に建設された「いし
かわ大学連携インキュベータ

（i - B I R D）」への入居を予定し
ている。ここは、産学官連携に
よってバイオテクノロジーや食
品分野の新事業創出に取り組
む企業が低賃料で利用できる
インキュベーション施設である。
　取り組む研究テーマは二つ。
一つは北陸先端科学技術大学
院大学や筑波大学などと共同で
取り組む「農業経営の評価モデ
ルの開発」だ。将来的には農業
ファンドでの活用を想定してい
る。もう一つは石川県立大学と
取り組もうと考えているコメの食
味の研究だ。
　さらに、i - B I R Dへの入居
を機に考えているのが、学生を
巻き込んだ産学官連携だ。「学

生はもっと社会と接点を持つべき。そう
することで起業や雇用に結びつく可能性
も大いにあります」。学生をパートナーと
して起用することで、農業ビジネスの次世
代を担う人材育成にも一役買う考えだ。

全国初の株式会社化

業界を問わず淘汰の波が本格化するこれからの時代、
経営者には逆境に負けない力強さが必要だ。
バイタリティーあふれる企業トップの素顔に迫り、
経営哲学や新たな一手を聞いた。

日本の農業をたくましく

佛田 利弘
株式会社ぶった農産 代表取締役社長

S E L E C T I O N . 7

■ 所在地	 野々市町上林2-162-1
	 TEL	076-248-0760
■ 設立	 昭和63年3月
■ 資本金	 1,000万円
■ 従業員数	 10名
■ 事業内容	 水稲・野菜などの栽培、農産加工・販売
●http://www.butta.co.jp/

枝豆がシリアルに？

学生をパートナーに
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新たな企業価値を創造し、リスク低減を

製品やサービス、事業にライフサイクルがある以上、
企業が持続的な発展を目指そうとするならば、既存事業の拡大はもちろん、

経営の多角化や新分野進出は重要な企業戦略の一つである。
自らの経営資源を生かしながら、新たなビジネスの種を見つけ出し、

意欲的に事業展開を図る県内企業2社の取り組みに迫った。

　能美市にある根上工作所では、ここ
数年、交通量の少なくなる時間を見計
らって夜間に出発する大型エアサス・
空調トレーラーの台数がめっきり多く
なった。トレーラーに積まれているの
は、液晶テレビのパネルの一部として
使用されるガラス基板の製造装置であ
る。積み荷の大きさは長さ4m、幅3m、
高さ1.5m。重さは25トンにもなる。
　液晶テレビはかつて、高画質だが画
面の大型化が難しいと言われていた。
しかし、技術革新によって大型化が進
んでおり、もはや50型以上の製品も珍
しくない。そのため、画面の大型化と

同時に、製造のコストを下げるため、パ
ネルの製造装置も大型化している。
　現在、主流となっているガラス基板
は業界で第7世代（1.9m×2.2m）と
呼ばれ、さらに、これからは第8世代

（2.2m×2.65m）へのシフトが見込ま
れている。ちなみに、1枚のガラス基
板から取り出せるパネルの枚数は、第
7世代ならば46型で6枚、40型で8枚
となっている。これが第8世代になる
と、50型が6枚、46型ならば8枚と
れることになる。

　そもそも同社は昭和21年の創業以

来、油圧プレス機を専門に、特注で製
造してきた。昭和40年代から平成の
初めにかけて主力だったのは、テレビ
のブラウン管内部にあるシャドーマス
クという小さな丸い穴が規則的に多
数開いた金属板を成形するための油
圧プレス機だった。シャドーマスクと
は、テレビの画質を左右する重要な部
品である。0.13mmという薄さに加
え、穴が開いているために加工が難し
いとされていたが、同社の油圧プレス
機は高精度で歩留まりが高いと評判
を呼び、国内の大手家電メーカーほぼ
全社から受注した。また、中国や台湾
など、多くの海外メーカーからも受注
が舞い込んだ。
　しかし、液晶テレビの登場などに

テレビの大画面化に合わせ
装置も大型化へ

バブル崩壊で売り上げは
ピーク時の半分以下に

Case
01

巻頭
特集多角化戦略で実現する

企業の持続的発展

（株）根上工作所
■ 所在地	 能美市吉原釜屋町イ52-2
	 TEL	0761-55-0610
■ 代表者 南	雅雄	 ■ 設立	 昭和31年4月
■ 資本金	 9,750万円	 ■ 従業員数	 75名
■ 事業内容	 油圧プレス機、液晶関連製造装置、研磨機の製造
●http://www1.ocn.ne.jp/~neagari/

液晶関連装置など
新分野進出で3本の柱を確立

油圧プレス機から液晶関連装置などへと業容の
拡大を図る根上工作所の南雅雄社長
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よってブラウン管テレビの需要が下
がってくると、シャドーマスク成型プレ
ス機の需要も次第に下降線をたどっ
た。さらに、バブル景気の崩壊がこれ
に拍車をかけ、ピーク時には15億円
あった売り上げが平成12年には6億
5000万円にまで落ち込んだ。

　転機が訪れたのは、6年前のことだっ
た。半導体・液晶製造装置や印刷機器
などのメーカー・大日本スクリーン製造

（株）（京都市）から急激な需要増に対
応するため、ガラス基板の製造装置の
OEM生産を持ちかけられたのだ。
　シャドーマスク成型プレス機で得た
高い評価を見込まれてのオファーだっ
たが、シャドーマスクとガラス基板は
まったく別物だ。引き受けるとなれば
数千万円の設備投資も必要となる。し
かし、南雅雄社長の決断は早かった。
すぐにクリーンルームを整備し、生産に
とりかかると、板金溶接や組立、配管
など、プレス機で培ってきた技術が役
に立って、事業は順調なすべり出しを
みせた。
　液晶製造装置で使用する部品は、産
業機械以上のクリーン度と品質が要求

されたが、この問題も全社と
協力工場が一丸となって努力
し、メーカーの要求するレベル
をクリアした。
　その後、ガラス基板の大型化
にともない装置もさらに大型化
し、これが同社への追い風となった。なぜ
なら装置や部品が同社の得意とする大
型天井クレーンを使用しないと製造でき
ない大きさになってしまったからである。
同社ではクリーンルームの増床を重ね、
平成16年には1,200㎡の新工場を建
設するなど、生産体制を強化していっ
た。その結果、売り上げは右肩上がりに
伸び、平成16年には20億円に達した。

　創業以来の主力業務である油圧プ
レス機の分野でも、平成16年に世界
有数の油圧プレス機メーカー・ファイン
ツール（スイス）と業務提携し、強化を
図っている。
　ファインツールが得意とするのは

「ファインブランキング」と呼ばれる加工
である。板厚の厚い金属を精密に打ち
抜く加工で、カエリがほとんど出ないの
が特徴。そのため、切削加工やフライス
加工などの二次加工が不要になる。

　ファインツール
は日本、東南アジ
ア市場への販売を
強化するに当たり、
生産拠点として根
上工作所に白羽の
矢を立てた。同社
では、スイス本社
に技術者を派遣し
て、技術を習得。す

でに生産にとりかかっている。
　このほか、デジタル家電などに搭載
される磁気ディスク研磨機のOEM生
産も事業の中核の一つになっている。

　現在、同社には液晶関連装置、油圧
プレス機、研磨機という3本の柱があ
り、それぞれ今期は7億、6億、9億円
の売り上げを見込む。南社長は「昔か
らやっていた油圧プレス機だけで事業
を続けていくのは至難の業。私たちは
“機械づくりで世の中に貢献する” とい
う経営理念のもと、顧客から寄せられ
てきたニーズにどん欲にチャレンジし、
一つ一つの仕事をきっちりとやり遂げ
てきた。その結果が現在につながって
いる」と胸を張る。
　そして、事業を柱として育てていくコ
ツを次のように語る。「一度やると決め
たなら、しっかりと腰をすえて取り組む
ことが大切。そうすることで、技術やノ
ウハウをマスターできる。片足だけを
突っ込んで、様子を見るというやり方
では、技術が社内に蓄積されません」。
　順調な展開をみせる同社だが、同社
が手がける分野はいずれも変化の波が
激しい。南社長は「5年後にも3本柱が
このまま残っているかどうかは分から
ない」と危機感を募らせ、現在の状況
に安住するのではなく、次の柱づくりを
目指して新たな一手を模索している。

液晶製造装置メーカーからの
オファーに即決

プレス部門は世界有数の
油圧プレスメーカーと業務提携

一度決めたら
やり遂げることが大切

平成16年にスイスの油圧プレス機
メーカー・ファインツールで行われた
業務提携調印式

事業の中核の一つである磁気
ディスク研磨機の製造現場



�

　米ぬかに含まれる栄養成分に着目
して機能性食品を開発しているベン
チャー企業、ライスクリエイト（小松
市）も新たな事業の柱を育てている企
業の一つである。同社を立ち上げたの
は、有機栽培の稲作農家を本業とする
長田竜太社長だ。平成8年の設立以
来、次 と々新商品を開発し、事業を拡
大してきた。
　長田社長がまず開発したのが、「玄
米ギャバ液」である。ギャバとは、米の
胚芽に含まれる成分で、血圧の正常化
や血糖値を下げるなどの効果を持つ。
同社では、農林水産省中国農業試験
場の国有特許を活用し、ギャバを高濃
度で蓄積させることに成功。その後、
液体を粉末状にした「玄米ギャバ微粉
末」も発売した。
　昨年には、米ぬかを粉末状にした

「ミネラル ・ブラン」を開発した。米ぬ
かには独特のにおいがあるが、独立行
政法人農業・生物系特定産業技術研

究機構との共同研究で、においの除去
や味の向上を実現した。この商品はビ
タミンやミネラル、食物繊維を豊富に
含み、パンやめん類、アイスクリーム、
ギョーザの皮など、多様な食品への活
用を探っている。

　そして今年4月、長田社長
が新たな一手として繰り出し
たのが米ぬかを主原料にした
住宅用塗料「キヌカ」である。
キヌカは米ぬかから油分を抽
出して精製したもの。フロー
リングや木製家具、柱などに
塗ると、 木を保護してくれる
ばかりかツヤが出て、木目が
際立つ。
　開発のきっかけは、米ぬか
で床を磨くという日本で古く
から知られる生活の知恵だっ
た。年間約100万トン発生す
ると言われる米ぬかの約6

割は産業廃棄物として処分されてしま
う。それならば、先人の知恵を現代風
にアレンジすることで、米ぬかを有効
活用できないかと考えたのだ。
　取り組みはじめたのは2年前。ISICO
の「石川県産学・ 産業間連携新豊か
さ創造実用化プロジェクト推進事業」
に採択され、自然派化粧品の製造販
売を手がける（株）ルバンシュ（能美市）
と共同で取り組んだ。

ベンチャー企業を設立し、
米の新たな可能性を開く

先人の知恵を
現代風にアレンジ

米ぬかから生まれた住宅用塗料「キヌカ」。100％
天然素材にこだわっている

Case
0
2

米の機能性に着目し、次々
と新商品を開発するライ
スクリエイトの長田竜太
社長。金沢大学「角間の
里」（築300年の古民家）
でも「キヌカ」を使用中

（有）ライスクリエイト
■ 所在地	 小松市白江町タ339
	 TEL	0761-22-8559
■ 代表者 長田	竜太	 ■ 設立	 平成8年8月
■ 資本金	 300万円	 ■ 従業員数	 1名
■ 事業内容	 水稲の栽培、米を原料にした機能性食品の開発・販売
●http://ricecreate.net/

米を使用して
機能性食品、塗料を商品化
農業の本来のあり方を追求する
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　開発にあたって目指したのは「100％
天然素材の安全な塗料」である。しか
し、このコンセプトに沿って開発を進
めると、乾燥に時間がかかるという難
問に突き当たった。
　近年、人体や環境への悪影響を考
慮して、天然素材を原料とする塗料が
多く出回っている。しかし、100％天
然素材の場合、乾燥に24〜48時間も
かかってしまい、安全だが作業効率の
悪さが問題となっていた。そのため、
天然素材をうたい文句にしながらも、
乾燥を速めるために15％程度の化学
溶剤を含んでいる商品が多く流通し
ていた。当然、この化学溶剤がシック
ハウス症候群の原因になるケースも多
かった。
　「何とか天然素材だけで乾燥を速め
ることはできないか」。長田社長は化
学溶剤の代わりになるものを探して、
試験を繰り返した。単に乾燥時間が
速くなればいいというわけではない。

米ぬかの油分に混ぜても、塗料として
の機能が損なわれないものを探さな
ければならなかった。
　何千回もの実験を繰り返した結果、
ある植物の種子の油を混ぜると、2〜
4時間という通常の塗料と比べても遜
色ないスピードで乾くことが分かった。
　独自の製法については、早期審査
制度で特許を取得した。この制度
は、中小・ベンチャー企業などを対象
にしており、通常2年程度かかるとこ
ろをわずか6カ月間で審査してもら
うことが可能だ。出願にあたっては、
ISICOの近岡和英特許流通アドバイ
ザーからの助言を得た。

　商品化にめどがついた後も、長田社
長は安全性の追求に余念がなかった。

「塗料は私たちの肌に直接触れるもの
です。フローリングの床を赤ちゃんが
はうこともあります。そこで、塗料が肌
に触れても安全かどうかを立証するた
めに、皮膚科医の協力を得て、パッチ
テストをやることにしたんです」。パッ
チテストとは、かぶれや湿疹などのト
ラブルを引き起こさないかどうか直接
肌に塗って反応を調べる方法である。
テストの結果、皮膚への刺激はまった
くなく、蒸留水よりも安全ということが
分かった。「肌に塗っても、なめても大
丈夫です」と長田社長は満足そうに笑
みを浮かべる。

　発売後、埼玉県内の保育園にモデ
ルケースとして採用されるなど実績
を伸ばした。NHKのニュース番組で
も紹介され、400件以上の問い合わ
せが舞い込んだ。
　大きな反響を受け、7月には新会社

「日本キヌカ（株）」を設立し、ライスク
リエイトから塗料事業を移管した。日
本キヌカは本社を石川県に置き、首都
圏での需要を開拓する東京に営業本
部を設けた。約10社の代理店と契約
を結び、販売を本格化しており、初年
度は1億円の売り上げを目指している。

　米づくりからスタートした事業は、
機能性食品、そして塗料へとそのすそ
野を拡大してきた。しかし、長田社長
は「私は農業以外のことに取り組ん
でいるつもりはありません。機能性食
品はもちろん、塗料も農業の一環だと
思っています」と話し、「昔は農家が加
工や販売までやるのは当たり前のこ
とでした。それがいつの間にか、生産
だけを仕事とするようになってしまっ
た」と現在の農業のあり方に疑問を
投げ掛ける。
　一見、多角化に見える事業の流れ
も、長田社長にとっては農業の本来の
あり方を追求しているに過ぎない。長
田社長は、米の新たな価値を見いだ
し、消費者に提供するため、日夜構想
を練り続けている。

機能性食品や塗料も
農業の一環

キヌカを塗ると、ツヤが出て、木目が際立つ。無臭の
上、化学溶剤を一切使用していないので、作業中も
換気は必要ない

開発後、モデルケースとし
て「キヌカ」を使用した埼
玉県内の保育園では、コ
ルクフローリングの床が
美しく輝いた

天然素材の弱点を克服
乾燥時間を短縮化

パッチテストで安全を証明
NHKでも大反響
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　経営・技術面の
相談から人脈づく
り、情報収集まで、
石川のビジネスを
インターネット上
で支援する総合サ
イト「DGnet（デ
ジネット）」がこの
たびリニューアル
しました。
　ユーザーから寄せられるお問い合わせの内容に合わせて、
コンテンツメニューを「相談したい」「活用したい」「もっと広
げたい」「もっと知りたい」という4つに整理。ニーズに合わせ
てメニューを選ぶだけで、利用できる支援メニューやISICO
の担当部署がすぐに分かるようになっています。
　また、国や県が実施する助成制度など、各種公募情報につ
いては、情報の登録日や公募の開始日で並べ替えられるソー
ト機能を追加し、検索性を高めました。
　企業の情報力・経営力・技術力の向上のため、まずはアク
セスしてください。

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

DGnet（デジネット）／Ishikawa Catalogue for BuyersNo.03

ビジネス支援サイトが
もっと便利に！

【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

　石川県内の企業と首都圏を中心としたバイヤーをダイレク
トに結ぶサイト「Ishikawa Catalogue for Buyers−匠の技と
心−」が今年9月中旬にオープンします。
　このサイトには、県内企業が開発した新商品の情報を掲載
することができます。掲載できる商品ジャンルは、生活用品と
加工食品です。サイト上で登録した後、商品の写真や詳細な
情報をご自身で自由にアップロードすることができます（登録
基準については下記参照）。
　このサイトは、もちろん誰でも閲覧可能ですが、主な閲覧者
は、首都圏を中心とした全国の百貨店やスーパー、専門店など
のバイヤーの方々です。当初はISICOとネットワークを有する
200人のバイヤーが登録予定で、将来的には500人以上の登
録を目指します。
　ぜひ、ご活用してください。

県内企業と首都圏のバイヤーを
直結するサイトがオープン！

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

※上記基準を満たしていても、審査の結果、お断りする場合もあります。

■事業所の基準
1石川県内に事業の本拠地があること
2商品を単に販売するだけでなく、自社製品として有していること
3ISICOが求める掲載情報項目（事業所登録、商品登録の必須入力項目）を記載できること
4ISICOからの調査に協力できること

■商品の基準
1商品分野は生活用品または加工食品であること
2商品（製品）が試作段階でないこと
3精神世界グッズ、波動商品などでないこと
4公序良俗に反しないこと

登録基準

もちろん未登録でもご利用いただけますが、機能をフル活用してい
ただくために利用者登録をおすすめしています。登録すると、下記の
サービス・機能をご利用いただけます。

“DGnet	Walker（デジネット	ウォーカー）”に
登録してください。（登録料・会費無料）

バーチャル相談

経営面や技術面に関する相
談などに対し、専門家などが
メールで的確なアドバイス
を送ります。

メールマガジン

セミナーや融資など、ビジネ
スに役立つ最新情報を毎週
月曜日、無料でメール配信し
ます。

イベント・セミナー参加申込自動受付機能

イベント・セミナーへの参加を希
望する際、住所や連絡先などの
データ入力をせずに、ワンクリッ
クで参加申し込みができます。

情報発信

イベント・セミナー情報や新
製品など、PRしたい各種
ビジネス情報をデジネット
上で発信できます。
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　これからの時代、経営者にとっては
企業を取り巻く環境の変化を正確にと
らえられるかどうかが、とても大切です。
業績悪化の理由を「景気が悪いから」
といって片づけてしまう人も多く見受け
られますが、それではいけません。景気
は波があるものですし、環境が変化す
るのは当たり前のことです。その中で、
企業だけが不変ということはありえませ
ん。変化にいかに対応できるかどうか
で経営者の真価が問われるのです。
　その際、自分の軸足をしっかりさせて
おくことが大切です。軸足がぶれるよう
では、周りの変化やそのスピードを正確
にとらえることができなくなります。企
業にとって軸足とは経営理念に集約さ
れていると言っていいでしょう。ほとん
どの場合、経営理念には「企業のミッシ

ョン」や「顧客満足」「従業員満足」につ
いての方向性が示されているはずです。
経営者自身がしっかりとその内容をわき
まえ、こだわり、従業員に伝える努力が
必要です。
　そして、経営者の経営理念に賛同で
きる人材を確保・育成することで、軸足
がより強化されます。

　淘汰の時代と言われますが、企業は
維持、継続することが最大の目的で、企
業に寿命があってはならないと考えて
います。
　一方、企業が行っている“事業”は決し
て永遠に続くものではありません。すべ
ての事業には、養生→成長→成熟→衰
退というライフサイクルがあります。で
すから、経営者は事業がライフサイクル

のどの段階にあたるかを見極め、新しい
事業を立ち上げるなど、対処する必要が
あります。それが経営革新であり、第2
創業なのです。
　経営革新や第2創業にはさまざまな
方法があります。とはいえ中小企業の場
合、経営資源にも乏しく、個々の企業で
の取り組みには限界があります。そこで、
今、私たちが力を入れているのが、「新連
携支援事業」です。これは、複数の中小
企業などが連携し、製品開発などに取
り組む試みを、さまざまな支援策によっ
てバックアップするものです。
　大企業でも合従連衡を進める時代
ですから、中小企業ならなおさら必要
です。しかし、利害だけのつながりでは、
長続きしないでしょう。勝ち抜いていく
ためには、連携に取り組む場合でも、経
営理念を共有できる企業と組むことが
大切なのです。

経営理念は明文化し、
全員で理解と実践を

すべての事業には寿命がある
ライフサイクルの見極めを

社会的責任を果たすためにも、企業は維持、継続することが宿命です。
そのため、特に中小企業にとっては経営革新、経営理念の策定と実践、
企業体質の改善などの取り組みが一層重要です。
日頃の指導から体感している中小企業が勝ち抜くためのポイントを報告します。

経 営 革 新
に 挑 む ！

経営理念は企業の軸
共有できる企業や人材と連携を

インタビュー I S ICO アドバイザー	 北嶋 正廣氏（技術士・中小企業診断士）

電話・FAX・メールでも受け付けています
IS ICOでは、中小企業の皆さまの経営上の問
題点や困りごとなどに対して、「総合相談窓口」
を開設し、皆様の立場にたった無料相談を実
施しています。 窓口ではIS ICOのアドバイザ
ーが担当相談員として常駐しています。担当
相談員のスケジュールについてはホームページ

（ht tp : //w w w. is ico .o r. j p/）でご確認く
ださい。

午前9時〜12時/午後1時〜5時
●お問い合わせ
（財）石川県産業創出支援機構	経営支援部	経営支援課
TE L .076-267-1244　FA X .076-267-3622
E -mail　info@isico.or.jp

◆総合相談窓口のお知らせ◆ 相  談  員

〈得意分野〉経営・商品戦略、個店・商店
街活性化、労務管理、人材育成

〈得意分野〉ネットワーク設計・提案・構築

〈得意分野〉経営戦略策定、事業計画立案、
商店街活性化

金平 勲

多田 年成

野村 博樹

〈得意分野〉経営管理、マーケティング、
工場管理、生産技術

北嶋 正廣

相談時間

まずは、お気軽にご相談ください。



�

　白山市倉光の電器店・前越電化社のネットシ
ョップ「あなでんドットコム デジタル工房」が注
目されている。薄型テレビやデジタルカメラ、オ
ーディオ機器など常時約100アイテムがそろうデ
ジタル工房には、日本全国から多くのリピーター
客が訪れる。平成12年秋に開設してから6年、
今では同社の売り上げの60％近くをネット販売

が占めている。
　ネット進出のきっかけは、県内でも店舗数が
増え続ける大型家電量販店の存在で、価格勝負
の量販店に苦戦を強いられた。そこで、新たな
販路をネットに見出したのだ。
　しかし、開設当初は、思ったほど売り上げは
伸びず、ノウハウをつかむため、平成13年に
ISICOのバーチャルモール「お店ばたけ」に出店。

その後、試行錯誤した結果、平成15年に、人気
商品DV Dレコーダーの爆発的ヒットへとつな
がった。これを機に今後の人気商品を見極めた
販売を展開。絞り込んだアイテムを目玉商品とし
て家電メーカーから大量に取り寄せることで、価
格を量販店と競えるほどに抑えた。さらに、きめ
細かな地域家電店のサービスをネット販売に取

り入れることにも
力を注いでおり、
初期不良などのト
ラブルにはメール
で解決策をアド

バイスしている。
 「量販店にないものでも優れた商品は多い。目
利きした家電で量販店と差別化を図りたい」と、
今後の展開に自信を見せる前越雅一店長（写
真）。現在、店内にホームシアター専門店「Lav i 
Style」をオープンする計画も進んでいる。このホ
ームシアター事業への注力とともに、引き続き、ネ
ット販売でも一層の顧客獲得に取り組んでいく。

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

　マイスター・ マトバでは、サイズやデザインな
ど顧客の要望にきめ細かく応えるオーダーメイ
ドの木製家具をネット販売している。材料は輸
入材ではなく、防虫・防臭やリラックス効果の高
い国産ヒノキのムク材にこだわり、接着剤や塗
装にもアレルギー物質を含まないものを使用。
シックハウス症候群などの原因を抑えた健康家

具として、首都圏を中心に多くの顧客の心をつ
かんでいる。同社ではもともと家具の小売業を
営んでいたが、価格競争に巻き込まれないよう
5年前に受注生産に切り替え、それを機にネット
進出を果たした。
　熟練した職人が制作する家具はどこにもひ
けをとらない。加えて、問屋を通さないので価格
も抑えられる。「ネットショップを立ち上げれば、

それだけで多くの反応がある」と楽観視してい
たが、開設当初は決して順調とは言えなかった。

「いま思うと、まったくの素人だった」と、ウェブ
担当の前智美さん（写真）は振り返る。
　何とかてこ入れしようと、同社では平成15年
にISICOのバーチャルモール「お店ばたけ」に
出店。ホームページドクターのアドバイスを受け

ながら検索エンジ
ンの最適化（SEO
対策）に努め、さ
らにデザインの
改善とコンテンツ

の充実に力を注いだ。職人の技術力の高さや品
質へのこだわりなど、同社の強みを打ち出した。
　これらの取り組みで、来店者数は年々増加し、
今ではネット販売の売り上げは全体の90％以
上に達している。「もっと多くの人に知ってもら
いたい」と前さん。さらなる顧客獲得を目指し、
同社ではネットショップの改良と健康家具への
追求に余念がない。

前越電化社
■ 所在地	 白山市倉光6-2
	 TEL	076-276-5185
■ 代表者	 前越	利春
■ 設立	 昭和44年5月
■ 従業員数	 4名
■ 事業内容	 家電販売・修理、ホームシアター	
	 の設計・施工、オール電化プラ	
	 ンの作成など

(有)マイスター・マトバ
■ 所在地	 金沢市北森本町ニ88
	 TEL	076-258-0057
■ 代表者	 的場	豊治
■ 設立	 昭和46年5月
■ 資本金	 5169万円
■ 従業員数	 6名
■ 事業内容	 オーダーメイド家具の
	 制作・販売

オーダーメイドの健康家具を販売

独自の目利きでネット販売に活路

［オーダーメイドインテリア　ひのき家具のマイスター・マトバ］

http://www.hinoki-furniture.com/

［あなでんドットコム　デジタル工房］

http://ana-den.jp/
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　組織活性化コンサルタント。これ
は、野原秀郎代表（写真）の肩書きで
ある。一般的に言えば経営コンサル
タントだが、この耳慣れない肩書きは
独自のこだわりで決めた。
 「経営コンサルタントの業務は多岐
にわたります。独立開業にあたって、
限られた経営資源を無理なく活用で
きて、自分の過去のキャリアの中でも
一番楽しかったことを考えたら組織
活性化に行き着いたんです」。
　野原代表の仕事は、社員研修など
を通して社員の考え方を前向きに変え
たり、自分の役割を自覚させ、組織の
活性化を図ることだ。コンサルティン
グといっても、一方的な指導で終わる

ようなことはない。経営者の悩みや企
業の実情をしっかりとヒアリングした上
で、社員が積極的に関与する参加型の
プログラムをオーダーメードしていく。
　いしかわSOHOプラザクリエーシ
ョンオフィスに事務所を構えたのは、
今年4月のこと。それまでは自宅が
事務所だっただけに、「打ち合わせの
ためのスペースがあったり、人脈づく
りをサポートしてもらったりと支援し
ていただき、昨年比２倍以上の勢い
で業績を伸ばすことができています」
と入居のメリットを話す。組織活性
化はどの企業にとっても大切であり、
その解決に向け今日も新拠点をベー
スに奔走している。

　「いしかわクリエイトラボがあった
から起業してみようという気になっ
た」と話すのは、北陸先端科学技術
大学院大学在学中に起業した海沼
賢代表（写真右）と宮下芳明氏（同
左）。2人は学生ベンチャーを優遇
してくれるアメリカで法人登記した
後、今年4月にこの施設に入居した。
　「大学の目の前ですから、起業と
言っても変に気負うことなく、すんな
り始められました。インターネットの
環境が整っているのも、データをや
りとりするのに便利です」と口をそろ
える。
　同社が手がけているのはテレビや
ラジオの番組、CMの映像・ 音響コ

ンテンツの制作である。さらに、今
年7月には作曲者向けのサンプリン
グCD「4++ INCR EMEN T」を
リリースした。
　サンプリングC Dとは作曲の際に
使用する音の素材集のこと。世の中
には同様の商品は多くあるが、この
商品の最大の特徴は収録されてい
る40曲すべてが5拍子という点だ。
現在、4拍子が主流の音楽シーン
にあって、これはかなり異色である。
2人は「5拍子のサンプリングC D
は世界初。この素材を使った楽曲
がヒットしたり、音楽業界の新しい
流れを作るきっかけになればうれし
い」と期待を膨らませている。

　今後は、5拍子サンプリングC D
のシリーズ化をはじめ、お互いが刺
激しあいながら、新たな音の素材を
積極的に発表していく考えだ。

世界初！5拍子のサンプリングCDを制作(株)ソニックヘッド

T e n a n t  f i l e

体験型のプログラムで組織に提案オフィス クリエイトワン

■ 所在地 　能美市旭台2-13　いしかわクリエイトラボ220-2
	 		 TEL	0761-51-4590
■ 代表者 　海沼	賢  ■ 設立 平成16年2月
■ 資本金 　1000USドル	 ■ 従業員数 2名
■ 事業内容 映画・テレビ・ラジオ番組・CMおよびイベントの企画、
制作、音楽CDの企画、制作、販売
●http://www.sonichead.jp/

ベンチャー企業やSOHOなどを支援するため、
フロンティアラボ、クリエイトラボ、SOHO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2社を紹介します。

いしかわクリエイトラボ

SOHOクリエーションオフィス

■ 所在地 金沢市鞍月2-1　石川県IT総合人材育成センター1階	
	 TEL	076-268-1200
■ 代表者 野原	秀郎 ■ 設立 平成17年1月
■ 従業員数 1名
■ 事業内容 組織活性化コンサルティング、ISO認証取得支援
●http://www.create-1.jp/
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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。

「設備投資に対する助成がさらに充実しました」
●	設備貸与制度(割賦・リース)

●	設備資金貸付制度

〈各市・町の利子助成制度の概要〉

対象業種

助成金

助成期間

助成料率

お問い合わせ先

金沢市	 小松市	 加賀市	 白山市	 能美市	 野々市町	 かほく市

ISICOライブラリー　書籍・ビデオ情報
ISICOライブラリーでは、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。

「よくわかる地域ブランド」を整備しました。地域団体商
標の登録基準が、具体的にわかります。貸出可能ですの
で、ぜひご活用ください。　

書籍情報

「これまで5S活動に取り組んできたがなかなか徹底され
ない」「一定のレベルまで到達後、5Sの後退を防ぐため
の改善は？」。このような問題を抱えている職場・企業も
あるかと思います。このビデオは、そうした課題に再チャ
レンジし、さらにレベルアップした5Sの成果を生み出す
ために制作されたものです。ぜひ、ご活用ください。

ビデオ情報

【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

貸与損料／年2.75％	 県からの利子助成（一般分0.5％、IT 設備分0.75％）

設備資金の1/2を限度	 無利子、対象業種、対象設備の指定なし
 （7年償還、据置期間は、半年または1年）

【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

「変化に対応　5S再挑戦！
〜5Sのさらなるレベルアップを目指して〜（全3巻）」

お す す め！

【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

■サービス内容
 1	多目的サロンのご利用 
 2	商談室のご利用
 3	設備機器のご利用（コピー複合機、 レンタル 
   パソコンなど）
 4	インターネット（100M bp s）接続無料
 5	その他（情報誌「I SICO」送付、S OHO  
   PL A Z Aニュースのメール配信）

いしかわSOHOプラザクリエーションオフィス
平成18年度 オープンスペース利用会員 随時受付中

■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　

こんなあなたのニーズに応えます。

機械金属・電機電子等 
製造業

1企業1年度
60万円限度

契約日より3年間

割賦損料率の
2.00％相当額

機械金属製造業

1企業1年度
60万円限度

契約日より3年間

割賦損料率の
1.25％相当額

全製造業・旅館業
（ボイラー設備のみ）

1企業1年度
60万円限度

契約日より3年間

割賦損料率の
1.40％相当額

全製造業

1企業1年度
60万円限度

契約日より3年間

割賦損料率の
1.25％相当額

業種指定なし

1企業1年度
50万円限度

契約日より3年間

割賦損料率の
1.00％相当額

業種指定なし

1企業1年度
60万円限度

契約日より3年間

割賦損料率の
2.00％相当額

業種指定なし

1企業1年度
60万円限度

契約日より3年間

割賦損料率の
2.00％相当額

産業局工業振興課
076-220-2205

経済部商工振興課
0761-24-8075

地域振興部観光商工課
0761-72-7900

産業部商工振興課
076-274-9543

産業建設部商工観光課
0761-55-8509

産業建設部産業振興課
076-227-6082

産業建設部商工観光課
076-281-3922



今回の特集では、「多角化戦略」として、意欲的
に事業展開を図っている事例を紹介していま
す。また、ISICOのホームページ「DGnet」がリ
ニューアルし、利便性の向上を図りました。さら
に、石川県内の企業と首都圏を中心としたバイ
ヤーをダイレクトに結ぶ販路支援サイトを9月
中旬にオープンします。ぜひ、ご活用ください。

［発行月］2006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

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）がリ
ニューアルし、便利になりました（詳細は本誌7ページをご覧ください）。
最新情報の収集はもちろん、経営や技術に関する相談、産学官のネットワーク
形成などに、ぜひ、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。 

輪島塗ストラップ
輪島塗の美しさを身近に感じてもらうことを目的に開発し
た。石川県の県木「アテ」を素材に、職人が一つ一つ、漆を
塗り、金粉や金箔で、桜や招き猫などのデザインを施してい
る。夜間の視認
性を高めるため、
部分的に再帰反
射性塗料を使用
し、安全性もプラ
スした。

ソフトコンポジット

CLEAN-CUBE mini

橋本幸作漆器店 TEL	0768-22-7110

http://www16.ocn.ne.jp/~hashiya/
創和テキスタイル（株） TEL	076-248-1191

http://w2282.nsk.ne.jp/maruwa/

ボックス内部に塗布された酸化チタンの光触媒作用によっ
て、強力な殺菌、消臭効果を発揮する。メンテナンスは内部
の電球を取り替えるだけ。UV灯を使用していないので、革
製品でも変色の心
配がない。美容室
や医療機関など、
さまざまな分野で
のニーズを見込ん
でいる。

小松産機協同組合  	 T E L	0761-24-1139

http://www2.icnet.or.jp/~san-kumi/

デザイナーズ カン・トレー
板状に再生加工したボール板紙を素地に漆で仕上げたト
レー。形やサイズは自在で、蒔絵や沈金、九谷焼のセラミッ
クタイルなどで、さまざまなデザインを施すことが可能。料
理や菓子を盛り
つける器として
だけでなく、花器
置きなどインテ
リアとしても使用
できる。

航空機や建築物の補強材として使用される軽くて丈夫な炭
素繊維織物。この独特の光沢や美しい格子模様に着目して、
バッグなど身近な製品の素材として使えるように加工した。
柔軟な樹脂加工
によって縫製で
きるようにした
ほか、弱点と言わ
れる耐摩耗性も
改善した。

このコーナーでは、県内の中小企業の製品の中から、ISICOが主催する展示会に出展され
た製品を紹介します。今回は、５月１８日（木）〜２０日（土）に開催した「石川県中小企業技術
交流展」に出展され、石川ブランド優秀新製品として認定された製品のうち、４点です。県産品News

（株）竹山紙器 TEL	076-262-2481

古紙配合率100％再生紙を
使用しています


