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（株）有川製作所／北陸リネンサプライ（株）

03  巻頭特集

奥能登の伝統の味「いしり」は、用途
拡大に向け、ドレッシングやポン酢な
ど新製品開発が進む。詳しくはトライ
アングルをご覧ください。

【表紙撮影/黒川博司】
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　サイバーステーションが開発したソフ
トウェア「サイトクリエイション」は昨年、
独立行政法人情報処理推進機構が主
催する「ソフトウェア・プロダクト・オブ・ザ・
イヤー2006」を、北陸のベンチャー
企業としては初めて受賞した。サイ
トクリエイションは、サーバ管理や
コンテンツ制作の専門知識がなく
ても、ワープロを扱う感覚で、ホーム
ページを手軽に作成、編集できるソ
フトである。
　福永泰男社長は「このソフトの開
発は当社にとって、大きな意味を持
つ」と話す。というのも、サイトクリ
エイションは「DRCT」と呼ばれる同
社の独自技術を応用した最初の製
品だからだ。
　DRCTとは、ホームページのアド
レスの最後尾に文字列を付け加え
るだけで、必要な機能を中継サー
バー経由で提供する技術のこと。画
期的な技術であり、平成16年に特許
を取得したものの、実際の製品にど
のように生かすか悩み続けた。そし
て、1年半の開発期間を経て完成さ
せた記念すべき第一弾が、サイトク
リエイションだったというわけだ。
　福永社長は「この技術を応用する
ことで、さまざまなビジネスモデルが
展開できる」と期待を膨らませ、今年
2月には、ホームページ上で動画を配
信する新たな機能をリリースする予定だ。

　サイバーステーションは、その前身も

含めると、今年で創業9年目を迎える。
ITベンチャーというと、えてして技術
志向のイメージが強い。しかし、福永社
長は、一貫して顧客の不便、不満を解消
するソリューション企業としての姿勢
にこだわってきた。「ITはあくまでも

手段に過ぎない。ITを使って社会に貢
献することこそ、私たちの最大の目的」
と語る。そのため、利用者が求めている
ものを肌で感じてもらおうと、技術者
といえども、なるべく客先に出すよう

心がけている。
　もちろん、自らも東京と金沢を行き
来しながら、市場ニーズの把握に意を
砕く。「本を読むのもいいが、人から学
ぶことの方が多い。単に顔見知りとい
うだけの薄っぺらな“人脈”でなく、腹

を割って話し合えるような“人
望”を集められるようになりた
い」。

　薫陶を受けてきた人物の一
人に、石川のベンチャー企業
の草分けとも言える（株）アイ・
オー・データ機器の細野昭雄社
長がいる。2年半前に会ってか
らというもの、経営から人生哲
学にいたるまで、幅広くアドバ
イスを受けてきた。
　昨年12月には、アイ・オー・デー
タ機器との間で、業務提携を締
結。ハードウェアとソフトウェ
ア、個人向けとビジネス向けと
いうふうに、双方の得意とする
領域は違うが、手を組むことで
「今年中にソフトとハードを融
合させた製品を市場に送り出し
たい」と、新たな挑戦に胸を躍ら
せる。
　目標は100年、200年と続く
企業。そのためには、地域に根
差し、地域から期待を集める企

業にならなければと感じている。特許
を活用したソフト開発、大手企業との連
携など、ビジネスは大きく動き出した。
まずは、10周年を迎える来年にかけて、
事業の土台を固めていく。

満を持して特許を製品化

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。

“人脈”よりも“人望”こそ財産

福永 泰男
	サイバーステーション株式会社	代表取締役社長

■ 所在地 金沢市鞍月4-187
 TEL 076-267-2192
■ 設立 平成12年5月
■ 資本金 7,350万円
■ 従業員数 32名
■ 事業内容 システム開発、インターネット情報発信支援事業など
●http://www.cyberstation.co.jp/

ITはあくまで手段

企業連携で新たな挑戦



　繊維機械、電子機器部品などのプレ
ス加工を手がける有川製作所では、ノ
ンダクト七輪「焼きじょうず」を開発し、
焼き肉店などへの販路開拓に乗り出し
ている。
　「焼きじょうず」は、幅52cm、奥行き
30cm、高さ19cmで、重さは12kg。
内部のカゴに炭を仕込み、焼き網の上
の食材を加熱する。七輪などを使って
炭火で肉や魚を焼くと、もうもうと煙

が出るのに対し、この製品で
は、ほとんど煙の出ない点が特
徴となっている。
　「実は炭を燃やしているだけ
では、煙は出ません。焼いてい
る時に肉から出た油が炭に落ち
ると、煙や炎が出るのです」と煙
が発生する原因を語るのは同
社の有川和孝社長である。この
ため、通常の七輪の場合、炭を
焼き網の真下に設置するが、「焼
きじょうず」では、炭を焼き網の

左右の斜め下に配置。小型のファンを
使用して、熱を焼き網まで送る仕掛け
になっている。
　「食材の真下に炭がないと、火力が
弱いのではと心配されるかもしれませ
んが、焼き網の部分は食材の加熱に最
適な180〜250℃になっています」と
有川社長はその性能に自信を見せる。
　炭火は、食材を一番おいしく焼き上
げると言われる一方、七輪の場合は温
度が高すぎて、表面だけを焦がしてし
まい、中まで火が通っていないケース
も多い。「焼きじょうず」では、従来の
七輪のそんなデメリットを克服。遠火
の強火を実現して、炭火の能力を十分
に引き出すことに成功した。

　そもそも有川製作所は、昭和35年
の設立以来、繊維機械、電子機器部品
などのプレス加工を専門としている。
　金型の設計、製作からプレス加工
までを一貫して生産できる体制を整

プレス加工で
確かな技術力

企業が永続的に発展していくためには、
提供している製品やサービスが、時代の流れにふさわしいのか、
顧客が求めているニーズに合っているのか、常に見直し、
それらにマッチした新製品、新サービスを開発する必要がある。
そして絶えまない革新こそが、他社との差別化やシェア向上、
販路拡大につながっていく。
そこで、今回の特集では、これまで培ってきたノウハウを生かしながら、
新製品の開発に挑戦している2社の取り組みを紹介する。

煙の少ないロースターを開発
焼き肉店などで導入が進む

■ 所在地 金沢市北安江1-8-3アリックスビル
 TEL 076-263-6225
■ 代表者 有川 和孝 ■ 設立 昭和35年4月
■ 資本金 2,000万円 ■ 従業員数 35名
■ 事業内容 繊維機械、電子機器部品などのプレス加工
●http://www.arikawa-works.co.jp/

（株）有川製作所

煙が少なく、排気ダクトを必要としないノ
ンダクト七輪「焼きじょうず」。肉や魚の
油が炭に落ちないよう工夫されている

巻 頭 特 集
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えており、とりわけ得意としているの
が、フルRと呼ばれ、切断面を一回の
プレスで滑らかな曲線に加工する技
術だ。例えば、繊維機械に組み込ま
れている糸を送る部品の場合、糸に
触れる部分が荒れていては糸を傷つ
けてしまうため、凹凸のない滑らかな
加工が求められる。
　もちろん、高価な専用設備を入れた
り、プレス加工後に仕上げ加工を施せ
ば、他社でも同様の部品の製造は可
能である。しかし、同社の場合、独自
の金型設計とトライ＆エラーの繰り返
しによるノウハウの蓄積によって、一
回のプレスで仕上げまでを可能として
いる。だからこそ、より低コスト、より
短納期で製品を提供できるのだ。
　こうした独自の技術や企業努力、
ISICOの受発注あっせん活動によって、
同社の経営状況は、今のところ安定的
に推移しているものの、金属プレス加
工業界を取り巻く環境は厳しさを増し
ている。安価な多量生産品の生産に
ついては中国シフトが進んでおり、同社
でも、中国・厦門の工場と連携し、価格
競争力の維持に努めている。
　有川社長は、「難易度の高い仕事で
も、メーカーからのコストダウンの要
求は厳しい。企業の将来を長い目で見
れば、体力がある今のうちに、次代を担
う自社製品を開発したい」と語り、そ
の一つが「焼きじょうず」というわけだ。

　「焼きじょうず」の開発は、得意先
の一つだった無煙ロースターを製造
する機械メーカーのアイデアを基に、
共同で取り組んだ。
　製品の外装となる金属部品の加工
は、有川製作所が得意とするところ
だ。金属板の内側には、断熱性に優れ
た能登産の珪藻土を張り巡らせた。
　煙が少ないという機能性に加え、無
煙ロースターに比べて格段に低コスト
で導入できる点が人気を呼び、完成か
ら2年間で、約400台を販売した。
　通常、無煙ロースターを導入するに
は、本体に加えて、吸排気用のダクト
工事などが必要となる。この製品で
は、こうした工事が必要なく、イニ
シャルコスト、ランニングコストが
1/3に抑えられる。
　現在は、ほとんどが焼き肉店で利
用されているが、工事を行わなくても
設置できることから、今後、レストラ
ンや居酒屋、ホテル、温泉旅館など、
さまざまな業態、業種に販路を拡大
する予定だ。

　ところで、有川製作所ではこれまで

も幾度となく、自
社製品の開発に
取り組んできた
が、なかなかうま
くいかなかった経
験を持つ。
　こうした経験か
ら有川社長が学
んだのは、「作り手
側から発想する
のではなく、ユーザーの目線で考えた
モノづくりが求められている」という
ことだった。
　そこで今回は、現在、業務用に販
売している「焼きじょうず」を小型化
し、価格もリーズナブルに抑え、家庭
用としての販売を計画している。ア
ウトドアやキャンプなどでも利用で
きるように改良を加え、バーベキュー
用に需要が増えているコンロや七輪
のニーズを取り込む。
　現在も新潟県内の企業などと共
同で、新製品の開発に取り組むなど、
同社の挑戦は、とどまることを知ら
ない。
　有川社長は、「中小企業の場合、研
究開発に割ける人員や資金は限ら
れる。得意分野の違う企業がお互い
に協力しながら、今後も新製品を開
発していきたい」と新たなヒット製
品を生み出すべく、意欲を燃やして
いる。

コストは
無煙ロースターの1/3

中小企業は協力しあって
製品開発を

〈写真左〉津幡町にあ
る有川製作所の旭山工
場。プレス加工におい
ては、高い技術力で定
評がある

〈写真右〉プレス加工だ
けでなく、金型の設計、製
作も含めて、一貫して生
産できる体制が強みだ

企業のこれからを見据え、オリジナルの製品開
発に力を入れている有川社長
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　空港のロビーなどで販売している
弁当、通称“空弁（そらべん）”。オリジ
ナリティあふれる全国の弁当がしの
ぎを削る中、羽田空港で話題となっ
ている石川県生まれの空弁がある。
それが、北陸リネンサプライが開発し
た「守岡さんちの焼きいなり」だ。
　この製品は、一言で言えばいなりず
しだが、随所に工夫が凝らされている。
　まず、油揚げは、普通のいなりずしで
使用される薄いものではなく、厚揚げ
である。国産大豆と白山の伏流水、天
然のにがりで製造された厚揚げは、消
泡剤を使用せず、包装後に加熱殺菌し
ないというこだわりの逸品だ。
　これを、伝統的な製法で製造された

地元産のしょう油、酢、みりんを合わせ
た特製のダシに一晩つけ込んだ後、
ふっくらと焼いて焦げ目を付ける。
　中身は、ちらしずしと鶏ごぼうの炊
き込みご飯の2種類だ。白山市内の
契約農家が低農薬で育てた米に、能
登産の地鶏や加賀野菜といった具材
がふんだんに盛り込まれている。
　一口ほおばると、大豆の旨味と焼
いた揚げの香ばしさが口いっぱいに
広がる。ご飯と揚げの相性は抜群で、
ボリュームも満点だ。

　ところで、社名からも分かるように
同社の本業は、リネンサプライ業で
ある。ちなみにリネンサプライとは、
シーツや枕カバー、浴衣、タオルと
いった繊維製品を旅館やホテルにレ
ンタルすると同時に、使用済みのも
のを回収、クリーニングし、再び貸し
出すサービスである。
　昭和40年の設立は、業界の中で
は古参であり、加賀温泉郷や芦原温
泉の旅館、金沢市内のホテルなどと
契約を結んでいる。
　一見、食品とは一切かかわりのな
い同社が、なぜ、空弁の開発に取り組
んだのか。そのルーツは、昭和46年

にさかのぼる。この年、同社では、リ
ネンサプライで取引のあった旅館か
らのニーズを見越して、炊飯事業に乗
り出した。当時は、旅館の大型化によ
る人手不足などから受注を伸ばし、
昭和51年からは加賀市内の小・中学
校の学校給食にもご飯を提供してい
る。以来、炊飯事業はリネンサプライ
と並んで同社の事業の柱として成長
し、今回の開発のベースにもなった。
　また、同社が自社製品の開発へと
かじを切った背景には、温泉旅館の
低迷がある。バブル崩壊後、不況や
温泉客のニーズの変化によって、稼
働率を下げたり、廃業する旅館が出
てくると、それに合わせて同社の業
績も伸び悩んだ。
　そこで、もう一つの柱である炊飯
事業を伸ばそうと、自社製品の開発
に取り組んだというわけだ。

素材を厳選して
独自の味を追求 本業の伸び悩みから

炊飯事業に注力

■ 所在地 加賀市桑原町ヘ11-1
 TEL 0761-74-1325
■ 代表者 守岡 伸浩 ■ 設立 昭和40年3月
■ 資本金 3,000万円 ■ 従業員数 55名
■ 事業内容 リネンサプライ業、米食炊飯業

北陸リネンサプライ（株）

こだわりの特製いなりずしが
“空弁”として羽田空港で人気

炊飯事業だけでなく、リネンサプライ事業でも
新製品開発に挑戦する守岡社長

機内での食事のほか、土産物として好評の「守
岡さんちの焼きいなり」（2個・800円）。パッ
ケージは白山の堅豆腐をイメージしている
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　開発をスタートさせたのは、平成
13年である。当初は、スーパーでの
販売を見込んで、巻きずしやおにぎり
をメインにすえた弁当を製造した。
長年の炊飯事業のノウハウがあり、大
きな釜で炊き上げたご飯の味には自
信を持っていた。酢飯用の酢も、専用
にブレンド。100％天然果汁から作っ
たオレンジゼリーなど、デザートにも
こだわった。
　苦心して製造した弁当だったが、店
頭に並ぶとすぐに他社が追随してき
た。一見して中身に大差がなければ、
いや応なしに価格競争にならざるを
えない。こうした状況に直面した守
岡伸浩社長は、「他社にまねのできな
いオリジナリティの高い製品を作ら
なければ勝ち目はない」と考えた。
　新製品の開発に際しては、ご飯のお
いしさを十分に味わってもらえる製品
に絞った。そして、工場の衛生管理な
どについてアドバイスを受けていた食
品衛生コンサルタントから、白山のふ
もとで堅豆腐づくりなどを手がける山
下ミツ商店を紹介してもらった。これ
をきっかけに、いなりずしに絞った開
発を進めていった。

　「既存の製品とは違ういなりずし
を」という開発コンセプトを掲げ、味
はもちろん、大きさや形を吟味して
いった。多少価格が上がっても、素材
にはこだわった。値段だけでなく、そ
うした付加価値を理解してくれる人を

ターゲットにしたいと考えたからだ。
　1年間の開発期間を経て、平成17
年1月に完成した「守岡さんちの焼き
いなり」は、県内外のデパートの物
産展などを中心に販売し、購入者か
らの評判も上々だった。
　羽田空港への進出は偶然の巡り
合わせによるものである。デパート
向けに空弁や駅弁を集めた催しなど
を企画する会社に売り込みに行った
ところ、「ちょうど羽田空港に商談に
行くところだから一緒に行かない
か」と誘われたのだ。
　守岡社長は渡りに船とばかりに羽
田空港の売店を運営する企業の一つ、
羽田空港ビルディング（株）にアプロー
チした。商談は、とんとん拍子にまと
まり、平成17年9月には第1ターミナ
ル、第2ターミナルの売店での販売が
スタートした。発売後は、空弁として1
日40個売れれば上出来と言われる
中、1日50〜100個も売れるヒットと
なっている。
　また、平成18年度の石川ブランド優
秀新製品の認定も受けた。

　今年2月には本社の隣接地に新工
場を稼動させ、増産体制を整えると
同時に、より高度な衛生管理、品質
管理を実現させる。
　今後は、ネットショップに出品する
ほか、いずれは会社にも
店鋪を併設するなど、販
路を拡大する考えだ。
　もちろん、第2、第3の
ヒットを目指して、引き続
き、開発が続けられてい

る。次の商品は加賀の郷土料理の一
つ、柿の葉ずしをモチーフに構想を
練っている。
　一方で、リネンサプライにおいても
意欲的な事業展開をみせている。3
年前にはオリジナル製品として、一人
用サウナマットを開発した。これは、帝
人ファイバー（株）（大阪府）と共同で
開発したもので、直径10ミクロンのマ
イクロファイバーを使用。特殊な3層
構造によって、素早く水分を吸収する。
　サウナでは通常、大判のマットが
敷かれており、誰かが座った後は、ど
うしても濡れたままになってしまう。
この商品はサウナに入る際、一人ひと
りが持ち込むもので、濡れたマットに
座らなくていいと好評を得ている。
今後、旅館や日帰り温泉施設、サウ
ナやゴルフ場などへの営業を強化し
ていく計画だ。
　「モノあまりの時代だけに、多少値
が張ったとしても、選んでもらえる製
品を作りたい」と守岡社長。これか
らも、品質がよく、付加価値の高い製
品開発にまい進する考えだ。

1日50個以上を
販売する

新工場が2月に稼動
一人用サウナマットも開発

今回のために作った厚さ3cmは
あろうかという特製厚揚げを丁
寧に焼き上げていく

スーパーの弁当では
他社との価格競争に

一番苦心したのは揚げとご飯のバランスだ。大豆の旨
味とご飯の味がほどよくマッチするよう工夫を重ねた
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県内では、産学官の連携によって
ニュービジネス創造を目指す動きが本格化しています。

ここでは、その実例に迫ります。

いしり
3 3 3

を世界ブランドへ
今年3月、ニューヨークで試食会

■ 所在地 鳳珠郡能登町宇出津ト44-4 （能登町商工会内）
 TEL.0768-62-0181 
　　　　　　 http://www.noto-net.jp/

「能登の醸し」 ブランド発信事業推進委員会

新製品、新メニューを続々開発

　能登町商工会などで組織する「能登の醸し」ブ
ランド発信事業推進委員会は、奥能登の伝統的な
調味料であるいしりのブランド確立や、新製品開発
に取り組んでいる。平成17・18年度には、中小企業
庁の「JAPANブランド育成支援事業」にも採択
され、海外での認知度向上にも力を入れている。
　委員長を務める数馬嘉雄能登町商工会長は「い
しりは日本三大魚醤の中でも圧倒的な生産量だ
が、知名度は低い」と現状を分析し、「知ってもらう
こと」「使いやすくすること」「新たな可能性を探る
こと」の3点を事業の柱としてきた。

　しょう油とは違った
独特の旨味や香りを多
くの人々に知ってもらう
ため、平成17年7月に、
東京で開催されたジャ
パン・インターナショナ
ル・シーフードショーに
出展。平成１８年2月に、
アメリカ・ニューヨーク
で開催された展示会で
も、現地の料理人たち
にいしりを紹介した。

　また、石川県出身でテレビや雑誌でおなじみの
道場六三郎さんを招いた食談義では、地元の調理
師らが、新しいいしり料理を味わいながら、その魅
力や可能性を語り合った。
　鍋物の味付けなど、限られてきた用途をさらに拡大
しようと、ジュレ仕立てのいしり、いしり風味のドレッ
シングやポン酢などを開発。服部栄養専門学校の服
部幸應校長や青木クッキングスクールの青木悦子校
長に協力を仰いでレシピ集を作成し、能登空港など

で配布、PRしている。

新分野へも展開

　新たな可能性として
は、新分野への展開を
模索している。県工業
試験場化学食品部や石
川県立大学食品科学科と協力して成分を分析した
結果、いしりは疲労回復に効果的なタウリンがほか
の魚醤より豊富で、抗酸化物質や血圧上昇抑制物
質が含まれていることが分かった。そこで、機能性
を保持したまま脱塩して粉末化。今後、ISICOと連
携しながら、サプリメントとしての商品化を目指す。
　このほか、県水産総合センターとは米こうじや麦
こうじにより発酵させたいしりを試作しており、魚
の旨味を引き立たせた新たな味を追求している。
　同委員会では、今年3月4日（日）〜6日（火）、
ニューヨークのインターナショナル・レストラン＆
フードサービスショーに出展。６日夜には、和食レ
ストランに現地のシェフを集め、いしり料理を味わ
う会を開催する予定で、昨年に引き続き、産地や製
品をPR する。
　数馬会長は「海外で認められれば地元の自信に
もなり、国内でも見直
されるきっかけにな
る」と、国際的な認知
度向上に期待を寄せ
る。来年度は「地域の
ブランドとして品質基
準や製造基準を統一
したい」と産地として
の体制を整えていく
考えだ。

いしりの用途を広
げる新製品やレシ
ピ集、紹介DVDな
どで魅力を発信

いしりのブランド確立に向け、
さまざまな種をまく数馬会長

平成17年12月には料理の鉄人・道場六三郎氏を招いて
いしりの可能性を探った
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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。

　中本鉄工では工作機械、産業機械部品など
のプレス加工や精密板金を手がけている。3
年前からは、厚物板金の加工に取り組むほか、
工場内において組み立てまでを請け負うなど、
単なる部品製造にとどまらない付加価値づく
りに努めている。
　同社の特徴の一つは、取引先の約90％を県
外企業が占めている点にある。これは「地場
の企業同士が、限られた市場をお互いに奪い
合っているだけでは大きな成長を望めない。
県外に活路を見出すべき」という先代社長の
考えを踏襲したものだ。4年前に経営のバトン
を受けた中本由之社長は、この方針を大切に
守っている。創業以来、足しげく通って開拓し
てきた取引先に加えて、IS ICOの受発注あっ
せん業務を通じ、関東･関西･中京地区を中心
に取引先を拡大してきた。
　地理的ハンデをはね返し、県外企業から継
続的に受注できる背景には、確かな技術力の
ほか、多品種少量生産への対応力がある。中
本社長は、「県外の企業でも、難易度が高く少
量生産の部品については、受注先を探してい
るのが現状だ。あえて、そうした仕事を請け負
うことで信頼関係が深まる上、社員の技術力
向上にも役立つ」と話す。
　一昨年、昨年と大型板金の溶接工場、組立
工場が新たに稼動を始めた。創業40周年を
迎える今年は、設備を更新し、さらに作業効率
を向上させる予定だ。
　今後は、取引企業への提案を積極的に行うと
同時に、多品種少量生産に磨きをかけていく。

(

株)

中
本
鉄
工

■ 所在地 金沢市湊3丁目8番地
 TEL　076-238-5111
■ 代表者 中本 由之 ■ 設立 昭和42年9月
■ 資本金 2,000万円 ■ 従業員数 51名
■ 事業内容 工作機械･産業機械部品などの板金溶接、プレス加工
●http://www.nakamototekkou.co.jp/

難易度の高い
多品種少量部品に強み

ブレーキプレス機で
の加工では、女性ス
タッフも技術力を生
かして活躍している

　テラタニの誇るコア技術は、PP S樹脂の射
出成形加工だ。PPS樹脂とは、機械や電子部
品などに利用されるエンジニアリングプラスチッ
クの一つで、金属に比べて安価で軽く、他のプラ
スチックよりも耐熱性や強度に優れている。同
社では、この技術に特化し、給湯器やキッチン
などの住宅設備を中心に、幅広く製造を手がけ
ている。
　自動車のエンジンルーム内に使用されるな
ど、注目度が高まっているPPS樹脂だが、その
一方で、生産工程においては、溶かした際に発
生するガスによって金型が汚れやすく、こまめな
メンテナンスが欠かせない。「PPS樹脂は管理
の難しさから敬遠されがちだ。しかし、人が手
を出しにくい分野にチャレンジし、高精度な成
形技術と量産体制を確立できれば、オンリーワ
ン企業になれる」と語る寺谷仁一社長。業界内
の先陣を切って、20年も前からPPS樹脂加工
部品を主力とした設備投資や体制づくりに力を
注いできた。
　現在、同社では多様な用途に応える射出成形
機をそろえ、24時間の加工体制を構築するほか、
金型にコーティングを施して、ガスによる劣化防
止を図っている。
　また、最大1000倍ズームが可能なデジタルマ
イクロスコープなどの計測機器を用いた1/100ミ
リ単位の品質管理を行っている。
　同社では今後も、複数の部品を組み立て、一
体化したユニットとして納めるモジュール化や、
外注している金型設計の内製化などをより推進
し、PPS樹脂加工のトップランナーを目指す。

(

株)
テ
ラ
タ
ニ

■ 所在地 羽咋郡宝達志水町北川尻ム126
 TEL　0767-28-2122
■ 代表者 寺谷 仁一 ■ 設立 昭和50年4月
■ 資本金 4,500万円 ■ 従業員数 82名
■ 事業内容 PPS樹脂をはじめとした樹脂の射出成形加工
●http://www.teratani.co.jp/

PPS樹脂の射出成形加工に
特化した生産体制を構築

さまざまな射出成形
機がそろっており、顧
客からの多様なニー
ズに応えている
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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。

※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

　佃食品のネットショップでは、実店舗と同様
に20種類もの佃煮を100g単位で購入できる
ようになっている。平成11年の立ち上げ当初
は、主に贈答用での利用を想定し、詰め合わ
せ商品だけをラインアップしていた。しかし、
「実際のお店の量り売りのように、好きなもの
を少しずつ買えるようにしてほしい」とのニー

ズに応え、現在の形へと改良した。
　佃一成社長は「商品を販売するだけでなく、
素材を厳選し、化学調味料や保存料などの
食品添加物を一切使用しないという企業の
姿勢が伝われば」とネットショップへの期待
を語る。
　佃煮のイメージが強い同社だが、時代の変
化に応じて、企業も変化しなければ生き残れ

ないとの考えから、新たな分野の商品開発に
も余念がない。近年では、特殊なカッターを
用いた微細粉末製造機を導入。フリーズドラ
イにした加賀野菜を、この機械で微細な粉末
に加工し、プリンやスープ、クッキーとして商品
化した。
　また、昨年9月には、石川県立大学に隣接す

るインキュベート
施設「i - B I R D」
に入居。クルミや
中島菜の粉末を、
商品化しようと研

究開発を進めている。クルミには肥満防止、
中島菜には抗酸化防止の機能性物質が含ま
れており、佃社長は、「地産地消や健康をテー
マに、これからも新しい商品に挑戦したい」と
意欲をみせる。同時に、「ネットを使えば、いい
ものはどこでも売れる」と話し、今後は、ネット
ショップの外国語への対応も視野に入れなが
ら、販路拡大を目指す。

　アート薬局の店内には、無添加、無香料の
基礎化粧品をはじめ、卵や乳製品、大豆と
いったアレルギーの原因となる原材料を使用
しない食品など、一般の薬局とは違った商品
がずらりと並ぶ。もちろん、ネットショップの品
ぞろえもアトピー性皮膚炎や敏感肌、乾燥肌
などのスキンケア用品を中心とし、肌のトラブ

ルで悩んでいる女性から人気が高い。
　アート薬局がホームページを開設したの
は、6〜7年前。当時は、単純な店舗紹介だっ
たが、4年前に、ISICOのネット支援セミナー
「バーチャルショップ道場」に参加したことを
きっかけに、ネットショップとしての機能を充
実させてきた。店長であり、管理薬剤師の中
村智子さんは「ホームページドクターから、進

化が早いネットの世界の最先端を教わること
ができた。また、同期生の頑張りが、いい刺激
になっています」と語る。
　品ぞろえだけでなく、きめ細かなアドバイス
も人気の秘密だ。中村さんは、薬剤師として
の知識、そして、アトピーの子どもたちを育て
てきた経験を生かし、季節ごとの注意点など

をメールマガジ
ンに掲載してい
る。また、メール
で寄せられる質
問にも、症状や使

用中の薬を考慮した上でアドバイスしたり、試
供品を送付している。こうした取り組みが実
を結び、ネットショップの売り上げが年々増加
し、実店舗との相乗効果を生み出している。
　中村さんは「今後もブログを活用するなど
して、積極的に情報提供していきたい」と語
り、他の薬局との違いを、一層際立たせていく
考えだ。

佃食品(株)
■ 所在地 金沢市大場町東828
 TEL 076-258-5545
■ 代表者 佃 一成
■ 設立 昭和40年5月
■ 従業員数 121名
■ 事業内容 佃煮・惣菜の製造販売

(有)アート薬局
■ 所在地 金沢市中橋町11-12
 TEL 076-233-2406
■ 代表者 代表取締役 中村 清
■ 設立 平成5年4月
■ 従業員数 5名
■ 事業内容 薬、漢方薬、敏感肌用化粧
　 品、体質改善用健康食品な
　 どの販売

肌のトラブルに、的確なアドバイスで対応

地産地消や健康をテーマに、幅広い食品開発

［アート薬局］

http://www.art-kanazawa.com/

［佃の佃煮］

http://www.tukudani.co.jp/

web担当の北元弘造氏（写真左）と北嶋広人氏

ネットでもきめ細かなサービスを心がける
中村智子店長
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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。

フロム・ユーザーズ

設備貸与制度の利用者に聞く

From

USERs

　スズトウシャドウ印刷が主力とするのは、マンガを中心と
した同人誌の印刷である。同社では、27年前から同人誌
の印刷を手がけており、現在、実に売り上げの90％以上を占
めている。
　同人誌の印刷では、アマチュアの手による原稿をいかに
上手に印刷するかが、腕の見せ所だ。同社のスタッフは、必
ず前もって原稿に目を通し、不備があった場合、発注者に
連絡をとり、修正を施した上で印刷にとりかかっている。
　また、マンガの原稿では、背景や洋服の柄などを表現す
る際、通常、スクリーントーンと呼ばれる水玉模様などが印
刷されたシール状の画材を用いる。しかし、安価なスクリー
ントーンを使用すると、印刷時にかすれたり、濃くつぶれて

しまうことが多い。このため同社
では、インクの量などを細かく調
節し、きれいに柄を表現できる
ように工夫している。
　ほかにも、締め切りよりも早め
に原稿を送ってきた場合に、料
金を割り引くサービスや、あらか
じめ決められた仕様で割安に
印刷するセット価格も充実。技
術力ときめ細かなサービスが
支持され、顧客は日本全国、約
10,000人にまで広がっている。

　この分野への取り組みは、たまたま同人誌の見積もりを
依頼されたことに始まる。その後、興味を持った平野英明

社長は、東京で開か
れていたコミック・マー
ケットと呼ばれる同人
誌の即売会に足を運
んだ。何万人もの人で
あふれかえる会場の
盛況ぶりを目の当たり
にした平野社長は、そ
こにビジネスチャンス
を感じとり、チラシな
どで宣伝を開始。当
時、業界でもいち早く
ダイレクト製版機を導
入していた同社の見積もりは、他社よりも格段に安く、その
評判が口コミで広がった。
　時代の流れとともに、作り手のニーズも高度化している。同
人誌といっても、表紙はきれいにカラーで印刷され、PP加
工やホログラム加工といった特殊加工を施すなど、中には出
版社から発行されているのではと見まちがえるものもある。
　こうしたニーズに対応するため、同社でも順次、設備投資
を進めてきた。平成16年度にはISICOの設備貸与制度（詳
細は11ページ）を活用して、4色印刷機を導入し、納期短縮
に役立てている。
　印刷の場合、赤、青、黄、黒の4色によってフルカラーの色
彩を表現しており、4色印刷機では、用紙を印刷機に1回通
すだけで仕上げられる。同社ではそれまで、2色印刷機を
使用しており、フルカラーを表現するには、印刷機に用紙を
2回通さなければならなかった。
　「インターネットや物流システムの発達で、距離的、時間
的ハンデはなくなった。現在は200部程度の小ロット印
刷が多いが、これからは大きなロットの同人誌も受注した
い」。平野社長はニッチな市場でさらに存在感を発揮する
構えだ。

設備貸与制度を活用して導入した４色機。写真右は、インクの量などを調節するオペレーションスタンド

（有）スズトウシャドウ印刷
■ 所在地 珠洲市上戸町北方ろ-75
　　　　　 TEL 0768-82-1083
■ 代表者　平野 英明 ■ 設立　 昭和28年9月
■ 資本金　1,000万円 ■ 従業員数　17名
■ 事業内容　同人誌ほか各種印刷
●http://www.suzunet.co.jp/

売り上げの90％以上が
マンガなどの同人誌

4色機の導入で
印刷物の納期を短縮

「同人誌の印刷は、口コミの効果が大
きく、緊張感がある」と語る平野社長

高度化する
ニーズに対応

同人誌でもカラー印刷が増加。同社では年間で
約3,000種類もの同人誌を印刷している
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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。

【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

職場のヒューマンエラー（人為的ミス）に対し、会社
として、どのように対応するかを、現場で直面しがちな
事例を用いながら、基礎知識を解説しています。
ぜひ、ご活用ください。

「大事故から会社を守る！
職場のヒューマンエラー対策（全3巻）」

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

中小企業を中心に、企業活動を情報収集し、業界
の動向を分析しています。
閲覧が可能ですので、ぜひ、ご活用ください。

書籍情報

ビデオ情報 新 着！

いしかわクリエイトラボ入居者募集 いしかわサイエンスパーク内のインキュベート施設「いしかわクリ
エイトラボ」では、現在、入居企業を以下の通り募集しています。

【お問い合わせ】
（財）石川県産業創出支援機構
サイエンスパークオフィス
TEL  0761-51-0122

■利用料金
　●賃貸料
　【インキュベータ】
　1㎡あたり2,000円／月
　【レンタル・ラボ】
　1㎡あたり3,000円／月
　●共益費　1㎡あたり500円／月
　●保証金　月額賃貸料の2カ月相当
■利用期間
　インキュベータは５年間
　レンタルラボの利用は制限なし

■入居者特典
　●高速インターネット完備(最大100Mbps)常時接続
　●24時間365日利用可能
　●無料駐車場（約100台）
　●北陸先端科学技術大学院大学との共同研究の
　　場合は、大学の設備も一部利用可能

■募集区画（H19.2.1現在）
 ・50㎡×5区画
   （50㎡区画を2区画以上借りること可） 

■応募資格
　(1)インキュベータ
　   創造的企業活動等を行う中小企業、個人、
    研究機関の入居
　(2)レンタル・ラボ
　   入居から5年を経過した企業等、大企業の入居

「業種別業界情報（2007年版）」



今回の特集では、これまで培ってきたノウハ
ウを生かしながら、新製品の開発に挑戦し
ている事例を紹介しています。
また、奥能登地域の団体・企業とＩＳＩＣＯ
が、連携している事例も掲載されていますの
で、ご参考としてください。

［発行月］2007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

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。	

トライアル発注事業の第一弾が決定
石川県とISICOが実施するトライアル発注事業において、第一弾となる12製品の採
用が決まった。この事業は、県内の中小・ベンチャー企業などが開発した新製品の販
路開拓を支援するため、県や民間企業が試験的に導入するもの。昨年11月から今年2
月にかけて実際に使用し、その評価を企業にフィードバックして製品の改善につなげて
いただく。ここでは、ISICOの仲立ちで民間企業などに導入される製品を紹介する。

ディー・リンクでは、魚眼レ
ンズや360度レンズなど
で撮影した画像を、簡単な
操作でゆがみのないパノラ
マ画像に編集する技術を核
に、さまざまなソフトを開
発している。「パノラマスタ
ジオPro」は、その画像を
ホームページやブログ、携
帯電話で閲覧可能にするほ

か、FLASHムービーの作
成、QRコードの発行といっ
た機能も搭載している。こ
れまで、主に不動産会社に
販売実績があり、住宅の内
外観を紹介するために利用
されたが、今回の事業を通
して、自治体の観光ガイド
や企業の工場案内といった
新たな用途を探っていく。

金沢市大豆田本町甲48-1
TEL 076-224-4556
http://www.dlink.co.jp/

ディー・リンク（株）

パノラマスタジオPro

独自のロック機構を内蔵し
た「ワンタッチ点滴スタン
ド」は、簡単に高さを調節
できる仕組みが特徴だ。軽
くグリップを持って上下さ
せ、適切な位置で手を離せ
ば、ネジなどで締めつけな
くても固定できる。現在、
医療現場での改善点を見
いだすと同時に、看護師や
患者に製品の良さを実感
してもらうことを目的に、

県内の2病院で本格的に
試験を行っている。また、
今回の事業をきっかけに、
血圧測定時に腕を載せる
上肢台など、他の医療機器
への展開も視野に入れて
いる。

加賀市八日市町ニ1-2
TEL 0761-74-4465
http://www.sumita-net.com/

（株）スミタ

ワンタッチ点滴スタンド


