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地域資源を活用して
企業やふるさとを元気に
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世界で勝負できるモノづくりを目指して

コマツ／澁谷工業
（株）
／津田駒工業（株）
／中村留精密工業
（株）
／横河電機（株）
企業トップの素顔に迫る

02

トップの選択

根上工業
（株）代表取締役社長

支援施設から羽ばたけ！
新谷 正喜氏

13

企業の成長戦略を探る

10

いしかわ発 ! 熱血企業
岩本工業（株）
／加賀電化工業（株）

制度を活用した取り組み

14

これからのものづくりとは？

11

開発の鉄人に聞く！
システム・インテグレーション（株）
代表取締役 多喜 義彦氏
繁盛店の秘密を大解剖！
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“新発想” 集客効果アリ

（株）ぶどうの木

入居企業ファイル

（株）あきお／太陽テクノリサーチ
（株）

フロム・ユーザーズ
吉田醸造食品
（株）

融資・助成制度のご利用を

15

FINANCE

トライアル発注事業に４製品が追加採用

16

イシコ・トピックス

松井建具／（株）ウチキ／
（株）アム／小松産機（協）

世界の企業と勝負できるモノづ
くり拠点の実現に向け、石川県の
現状や課題を探った「モノづくり
産業クラスターフォーラム」
。詳し
くは8〜9ページをご覧ください。
【表紙撮影/黒川博司】

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。
S E L E C T I O N . 9

モノづくりのDNAを次世代へ

新谷 正喜
根上工業
（株）代表取締役社長

IT分野が好調な伸び
根上工業で開発、製造しているのは、
さまざまな製品に機能性を付加したり、
性能を改善するポリマーである。あるとき
は、
携帯電話の表面を保護するコーティン
グ剤として、また、あるときは、ファン
デーションに配合され、余分な皮脂
を吸着するといった具合に活用され
ている。液晶テレビやパソコン、携帯
電話といったI T 機器から化粧品、
人工歯、傘など、その用途は実に幅
広い。
大手企業との競争が激しい業界
だが、ニッチな市場を狙って、成長
を維持してきた。年間に製造する
ポリマーは約800種 類。そのうち
新製品が、50～100種 類を占め、
中には、年間10k gしか需要がない
製品もある。
近年の成長を支えてきたのはI T
向けで、その比率は60％以上に達す
る。創業時に100％を占めた繊維向
けは、
今や5％以下にとどまっている。
業績は好調に推移しているとはい
え、特定のマーケットへの偏りは、リ
スクの増大につながる。
「マーケット
と技術は、
織物に例えるなら、
縦糸と
横糸のようなもの。絶え間なく変化
し続ける経営環境をとらえ、糸の種
類を増やしたり、縦糸と横糸の組み
合わせを変えていきたい」と、新谷正喜社
長は浮かれることはない。

難局を乗り越え経営計画策定
社長に就任したのは、
平成11年11月で
ある。直後の平成12年9月期は、当時と
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能美市道林町ロの22
TEL 0761- 55 - 3121
■ 設立
昭和47年7月
■ 資本金
6,000万円
■ 従業員数 89名
■ 事業内容 機能性微粒子ポリマーなどの開発、製造
●http://www.negamikogyo.co.jp/
■ 所在地

して、過去最高となる32億円を売り上げ
たものの、それから間もなく、新谷社長
は試練の時を迎える。I Tバブルの崩壊
を引き金に、
平成13年9月期、
売り上げが
一気に5億円あまりも落ち込んだのだ。
他分野で利用されていた技術がI Tに

めて3カ年にわたる中期経営計画を立
てた。社員の意識変革や品質レベルの
一層の向上を目指して、平成16年には
I S O9001、17年にはI S O14001の認証
も取得した。
計画の最後の年となる平成18年9月
期、売り上げは目標に掲げていた
40億円を突破。
「計画を立てて、そ
れを具体化する。ようやくそうし
た流れを実行できる体力と環境が
整った」と胸をなで下ろす。

経営者として
ラストスパートへ

応用され始め、業績は持ち直したが、売
り上げの回復には、実に、2年の歳月を
要した。
そのとき、新谷社長が感じたのは、中
長期的な経営計画の必要性だった。
「1
年ごとに一喜一憂しているようではよ
くない」と、3年前、会社としては初

今年で社長就任から8年目。7月
には65歳の誕生日を迎える。
同社は創業以来、実力者を登用
して企業を発展させるため、同族
の排除と一定期間での社長交代を
暗黙のルールとしており、新谷社
長自身も、既に、後進にバトンを渡
すタイミングを考えている。
「社長といえども、どこかで区切
りをつけなければ、組織は活性化
しない」と語る新谷社長。社長を
退いた後は、できるだけ速やかに、
経営にタッチする職務から離れた
いと考えているという。
残された時間はわずかだが、今
期からスタートした中期経営計画
では、5年後に、50億円の売り上げを
目指す。
「目標達成のためには、新たな
市場の開拓や技術の開発が不可欠」との
理念を持ち続けている。入社以来33年
間受け継いできたモノづくりの D N A
を後継者たちに伝えようと、開発陣に発
破をかける毎日だ。

巻頭特集

Regional resource use type business

地域資源を活用して
企業やふるさとを元気に
価格競争に巻き込まれず、
消費者に強く支持される製品開発が求められる中、
その有力な素材として、
地域が独自に育んできた農林水産品や伝統文化、
観光といった地域資源が注目を集めている。
今回の特集では、
地域資源活用型ビジネスに挑戦している
２社の取り組みにスポットを当て、
現状やこれからの可能性を探った。

グローバリゼーションと
並行して、
地産地消のビジネスで
能登を活性化
（株）
スギヨ
七尾市府中町員外27-1
TEL 0767- 53 - 0180
代表者
杉野 哲也
■ 設立
昭和37年1月
資本金
3億円
■ 従業員数 650名
事業内容 魚肉練り製品などの製造・販売
http://www.sugiyo.co.jp/

■ 所在地
■
■
■
●

今春から農業に参入
魚介の残渣を堆肥に

農業への参入など、新たな挑戦に意欲を燃やす杉野社長。左に見えるのが、
農林水産祭式典で授与された天皇杯と賞状

業を目指す。将来的には、能登野菜や

も年間35万tとますます需要が増え

加賀野菜といった伝統野菜の栽培に

ている。こうした状況を念頭に、同社

も乗り出す計画だ。

では高付加価値製品の輸出に向け、

「ビタミンちくわ」やカニ風味かま

ところで、なぜ、スギヨが農業を手

ぼこ「ロイヤルカリブ」といったヒット

がけるのか。その答えは、
「グローバ

また、同社がちくわの製造をはじめ

製品で知られるスギヨが、今春から

リゼーションとローカライゼーション

た100年前、その原料は日本海で豊富

農業に本格参入する。

を並行して進めなければ、この先、生

に捕れるアブラツノザメだったが、販

き残ることはできない」という杉野

売量が伸びるにつれて原料は不足。

同社では、七尾市能登島西島地域の

検討を進めている。

農地約3haを借り上げた。そこでは、 哲也社長の言葉に、
透けて見える。

近年、主力製品であるカニ風味かまぼ

今秋の収穫を目指し、タマネギやキャ

こやちくわの原料はアメリカや東南ア

ベツ、ニンジンの生産を開始する。採
れた野菜は、
「加賀
揚」など同社の加

豊かな自然を活用して
産業の活性化を

ジアから輸入されるスケソウダラやイ
トヨリダイが大半を占める。杉野社長
は「魚の需要が増え、一部では水産資

工食品の原料とし

グローバリゼーションとは、世界市

源の枯渇も進んでいる。この状況で

て 利 用 する予 定

場をターゲットとした販売戦略、
原料

将来もずっと今と同じように原料を確

だ。工場から出る

調達戦略である。

保できる保証はない」と新たな原料

魚介や野菜の残渣

世界的に魚を食べる習慣が広まる

を堆肥に仕上げて

中、フィレ(切り身)をメインに魚加工

活用し、循環型農

品のニーズは高く、カニ風味かまぼこ

調達ルートの開拓を視野に入れる。
一方のローカライゼーションとは、
少ロットでも地域の旬の食材を活用

1日にちくわ30万本、カニ風味かまぼこ
15万パックを製造、出荷する北陸工場。
衛生管理には H A C C P を導入している
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多様な製品で消費者ニーズにこたえるスギヨ。手前
中央が天皇杯を受賞した「香り箱」
。
「 とと一」と表記
されているのは、
能登産の原料にこだわった製品だ

した製品を、地産地消の流通をベー

常。カニ風味かまぼこも、リトアニア

スに製造していく戦略である。

といった生産コストの安い東欧諸国

同社にとって、
地産地消をテーマとし

での生産が増加してきているという。

た製品の製造は、何も目新しい取り組

しかし、杉野社長は、こうした状況に

みではない。同社ではこれまでも、
「と

も動じる様子はない。
「東欧の製品は、

と一」のブランドネームで、能登の魚介

魚のすり身をほとんど使っておらず、当

える開発本部である。県内外の大学、

の一夜干しや海藻、塩辛などを販売

社の製品とは似て非なるもの。そこと

研究機関とも連携しながら、基礎研究

し、
能登の食文化を発信してきた。

競争するよりも、私たちは、34年前に

から製品化の際に直面する問題の解決

初めてカニ風味かまぼこを開発したと

まで、
多岐にわたる研究を行っている。

きの精神を忘れず、本物のカニを超え

その成果を紹介しておくと、先ほど

「能登では過疎化が進んでいます。 ることにチャレンジし続けたい」と語

紹介した「香り箱」の開発では、冷凍

その背景にあるのが、能登の活性
化にかける思いだ。
しかし、能登には豊かな自然がありま

り、
新製品の開発に余念がない。

した状態で熟成を進め、おいしさを

す。これを生かしながら、地産地消的

杉野社長のみならず全社員のそうし

アップさせる新技術を導入した。ま

な製品を作ることで、
一次産業、
二次産

た思いが結実したのが、
平成17年9月か

た、食欲をそそる鮮やかな赤色を発

業、三次産業を活性化して、若い人が、 ら販売している「香り箱（かおりばこ）
」 色させるために、トマトやパプリカに
能登に帰ってきて働けるような環境を

である。
この製品は、スケソウダラを漁

含まれる赤い色素リコピンでの着色

作りたい」と杉野社長。その一環とし

獲後すぐに、船上で加工した新鮮なす

に取り組んだ。従来品は、他の天然

て、農業への参入が位置づけられるわ

り身を原料として使用。味はもちろん、 色素を利用していたが、健康志向の

けである。もちろん、こうした取り組み

独自の製法によって、
口の中でほぐれる

が、
ひいては同社のブランド力の向上、 食感まで、
本物そっくりに再現した。
優秀な人材の確保につながっていく。

あくなき挑戦が結実
「香り箱」が天皇杯の栄誉
スギヨが先鞭をつけたカニ風味か
まぼこは、今や国境を超えて食され
るようになり、食品関係者からは「 も
はや食文化の域を通り越して、食文
明の域に入った」と評される。

スーパーでは、
練り製品ではなく、
刺

高まりを受け、抗酸化作用があるリコ
ピンでの着色を実現した。
また、平成15年には、現代人に不足

し身など生鮮食品が並ぶ売り場に陳

しがちな栄養素を補ってもらおうと、

列される。従来品に比べて、約2倍と

食物繊維を増量したカニ風味かまぼこ

割高だが、販売は好調。平成18年11 「ファイバーカリブ」を発売。厚生労働
月には、第45回農林水産祭の水産部

省の
「特定保健用食品」に認定された。

門で最高賞となる天皇杯を受賞した。

このほか、昭和27年以来のロング

能登の食文化に着目し
機能性食品の開発へ

セラーとなっている
「ビタミンちくわ」
も、ビタミンAとEを配合し、厚生労
働省の「保健機能食品」に認定され
ている。

マーケットが大きくなればなるほ

こうした付加価値の高い製品開発を

そして、
目下、
取り組んでいるのが能

ど、ライバルが参入してくるのは世の

可能としているのが、同社の頭脳とも言

登の食文化をベースとした機能性食
品の開発だ。
「いしるやなれずしなど、
能登には独特の食文化がある。ただ
おいしいだけでなく、そこには健康増
進の秘密が隠されている。先人の残
してくれた財産を生かして、独自色の
ある新製品を製造したい」と、杉野社
長は新たな一手を模索し続ける。

スギヨの製品開発の中枢とも言える
開発本部には約20名が在籍し、機能性
食品などの研究、開発にあたっている
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白山比咩神社の表参道に
新たな拠点
N PO法人と連携し、
にぎわい創出に貢献

しらやまさん
表参道振興事業
（協）
白山市神主町レ -147（白山比咩神社表参道）
T E L 0761- 93 - 5699
■ 代表者
出口 勉
■ 設立
平成18年8月
■ 出資金
300万円
■ 組合員数
10社
■ 事業内容 無料休憩所「 おはぎ屋」の企画、運営
■ 所在地

飲食や買い物もできる
無料休憩所を開設
加賀一の宮として仰がれる白山比
咩神社の表参道が、にわかに脚光を
浴びている。そのきっかけとなった
のが、昨年8月末にオープンした無料
休憩所「 おはぎ屋」だ。北陸鉄道加
賀一の宮駅と神社を結ぶ表参道の大
鳥居のすぐ前にある。
広さは約160㎡で、和菓子や農産
物、工芸品、日本酒など、白山麓の特
産品を販売するほか、飲食スペース
では地元豆腐店の厚揚げをのせた

オープン前は、正月以外ほとんど人

「林さんちの油あげうどん」や草餅ぜ

気のなかったこの場所に、現在では、

んざいなどを提供している。構造改

平日で200～300人、
土・日・祝日に

革特区制度を利用して、鶴来地区で

はその3倍もの人出があるという。

製造されたどぶろくも人気商品の一

「 どれだけ立派なハードが整備さ

つだ。もちろん、買い物や飲食をせ

れたとしても、ソフトが欠けていては

白山麓でとれた農産品をはじめ、おはぎや漬物な
どを販売する「 おはぎ屋」

ずに、一服するだけの利用も可能だ。 維持していくのは難しい」と話すの
営業時間は午前9時から午後4時で、 はN P O 法人の事務局長を務める辻
年中無休で営業している。

貴弘氏。こうした施設の運営モデル

神社に寄贈された古民家を改装した店舗。白山比
咩神社の表参道沿いに位置している

このおはぎ屋で、何と言っても特

が評価され、今年1月には石川地域

徴的なのが、観光ガイドなどに取り

づくり協会からグランプリを受賞し

は、
表参道からの参拝が多く、
表参道の

組むN P O 法人加賀白山ようござっ

た。今では、各地域から多くの視察

前は料理店や土産店などが建ち並び、

たの事務所が入居し、実質的な運営

団が訪れている。

にぎわいを見せていたという。

を任されているという点である。N P O
法人の活動拠点となり、常駐するス
タッフと連携すること
で、施設の利用促進や

道路や駐車場の整備で
表参道の利用は激減

しかし、昭和40年代以降、道路や
駐車場が整備され、モータリゼー
ションが進展すると、表参道からの
参拝は減少の一途をたどった。今で

にぎわいの創出、地域

おはぎ屋が開設された背景には、表

は、年間約70万人の参拝客の多く

経済の活性化に貢献し

参道を利用する参拝客の減少がある。

が、神社の北側に整備された駐車場

白山比咩神社では昭和30年代まで

に自動車を止めて参拝するという。

ているのだ。

おはぎ屋の運営にあた
る N P O 法人加賀白山よ
うござったの辻貴弘事
務局長

5

神社のすぐ脇にある駐車場から歩

店を積極的に取り入れるなど、単なる

図ろうと、毎週水曜日に一般の主婦ら

いての参拝は確かに便利だが、白山比

観光ガイドではなく、地元への経済

が腕をふるった昼食を提供する「ワン

咩神社では、表参道を通って参拝する

効果を考えた活動を展開している。

デイシェフ・システム」
をスタートさせた。

のが本来のあり方として、いかに表参

また、おはぎ屋をきっかけとした新

これは白山市内外から募った一日

道から参拝してもらうかが、大きな課

製品も生まれている。その一つが、笹

料理人が、調理師免許取得者の立ち

題となっていた。そのためには、表参

ずしを作る際に使う木製の型枠であ

会いの下、おはぎ屋の厨房を利用し

道の活性化が不可欠だったのだ。

る。笹ずしは、白山比咩神社のある鶴

て、自慢の手料理をふるまうという趣

そんな折、表参道沿いにある古民

来地区には欠かせない料理だ。祭り

向。1週間の中でも、特に水曜日の来

家が、持ち主から神社に寄付される

の季節には、どこの家庭でも笹ずしを

客が落ち込むことから企画された。

ことになり、これを契機に、その古民

作り、家族や親戚でにぎやかに味わ

手取川のサケや白山麓の山菜な

家を無料休憩所に改装する計画が

う。おはぎ屋でも、
土・日・祝日には郷

ど、地元の食材がふんだんに盛り込

浮上した。計画に賛同した地元企業

土の味として笹ずしを販売している。

まれた手料理の評判は、口コミで広

10社が「 しらやまさん表参道振興

ところで、昔ながらの型枠は、笹ず

がり、毎週用意された70～80食が瞬

事業協同組合」を設立し、無料休憩

しが一度に120個も作れる大きなも

く間に売り切れるという人気ぶりだ。

所の設置を具体化させた。さらに、 のである。しかし、一世帯当たりの人

おはぎ屋では、今春から、レンタサ

当時、加賀一の宮駅の一角に事務所

数が減少していることから、
「 もっと

イクルを設置するなど、さらなる魅力

を構えていたN P O 法人の事務所も

小ぶりな型枠がほしい」との声が寄

づくりに余念がない。辻事務局長は、

入居することになった。

せられた。そこで協同組合の加盟企 「毎年約70万人の参拝客が訪れると

古民家は、約20年前まで茶店とし

業と協力して、12個用と24個用の

いっても、地元の人には実感が薄い。

て使用されていたものである。当時、 型枠を製品化した。

多くの人が集い、行き交う場として機

おはぎが人気商品だったことに由来

観光客、地元客から好評で、首都圏

能させ、かつてのにぎわいを復活さ

の知人に、
お歳暮として型枠に笹ずし

せたい」と話し、本格的な観光シー

を詰めて贈ったところ、たいへん喜ば

ズンを前に、新たな集客策に、地域

れたとの声が寄せられるなど、地域

の方々とさらに知恵を絞っている。

して、
店名はおはぎ屋に決まった。

情報発信や市場ニーズの
把握にN PO 法人が活躍

固有の食文化の発信に役立っている。
このように、N P O 法人のスタッフ

昨年8月末のオープン以降、来店

が情報の発信源として、また、顧客の

者数は、当初の見込みを大幅に上

ニーズを探るマーケッターとしての役

回っている。これにともなって、売り

割を果たしているというわけだ。

上げも順調に推移している。

もちろん、
利用者は決して観光客ばか

この盛況ぶりには、N P O 法人が

りではない。地元の人が集まるコミュニ

一役買っている。例えば、おはぎ屋を

ティの場としての役割も果たしている。

バスツアーや散策ツアーの発着場所
とすることにより、出発時や帰着時に
利用する人が増加した。また、ツアー
中に、N P O 法人のガイドが製品に
付加価値を与える情報を提供するこ

集客が落ち込む水曜日に
新企画を投入
今年1月には、一層のにぎわい創出を

とが、購買の呼び水となっている。こ
のほか、ツアーには、地元住民に親し
まれている表参道沿いの商店や料理

「ワンデイシェフ」が開催される毎週水曜日の昼食時
は、店内の飲食スペースが一杯になる
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「 おはぎ屋」の売れ筋製品。写真右奥が、来店者からの声を反映させて、
地元企業が開発した笹ずし用の型枠。左奥はどぶろく

INTERVIEW
-

㈱ジャパン・アグリ カルチュア・マーケティング＆
齋藤 幸男氏〈写真右〉 マネジメント
代表取締役社長

倉本 卓次氏〈写真左〉 同相談役、I S I C Oマーケティングアドバイザー
（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
東京都中央区新富1- 9 - 4 ファンデックス銀座3F
TEL 03 - 3523 -2636
■代表者
齋藤 幸男
■ 設立
平成15年4月
■ 資本金
1,000万円
■ 従業員数 7名
■ 事業内容 農業ビジネスに関する調査、プランニング、マネジメントなど
●http://www.jamm.jp/
■ 所在地

食材を売るには、
調理法の伝授も

地域資源の活用には
情報発信が不可欠
小粒な名産品は
まとめて売り出せ

実際に地域資源を活用していくにあたって、必
要なことは何か。全国各地で農産物ビジネスを
支援する
（株）
ジャパン・アグリ-カルチュア・マー
ケティング＆マネジメントの齋藤幸男社長と同
社相談役でISICOマーケティングアドバイザー
の倉本卓次氏にインタビューした。

野菜や果実、畜産など、他の品目の生産

齋藤● 地域固有の食材を売る場合に

や出荷が伸びる傾向にあります。

は、単に販路を開拓するだけでは、不十

齋藤●一品一品の生産規模が小さい

分です。どうやって調理すればおいしく

全国の農業生産者をサポートしてき

ことも理由の一つでしょう。以前、輪島

食べられるのか、試食会を開いたり、レ

たお二人から見て、石川県の地域資源に秘

の名産品を調査したところ、岩ノリや塩

シピを配るなど、しっかり情報発信する

められた可能性をどのように考えますか。

せんべいなど、45品をリストアップでき

ことも大切です。例えば、東京にある石

ました。どれも一つだけでは、ブランド

川県出身者の料理店などが、連携しな

倉本●地域資源という点で、石川県は、

化するのは難しいのですが、こういう場

がら情報発信するのも一つの方法だろ

とてもいい資産を持っていると思いま

合は「輪島」というくくりで、トータルに

うと思います。また、流通量が少ないか

す。例えば、日本海に突き出た能登半

売り出す方法が効果的です。

ら、ブランドとして浸透しないと考える人

島沖では、暖流と寒流がぶつかり合
い、四季折々、多様で新鮮な海の幸が
とれます。また、
「加賀」と「能登」とい

できることから
手をつけるべき

もいますが、必ずしもそうとは言えませ
ん。それよりも、売り手が扱いやすいよ
うに、計画的に生産、出荷することが大

う二つの地域が、今なおそれぞれ違っ

現代社会は、
良い製品ならば黙っ

た魅力と個性を放っている県はほかに

ていても売れる時代ではありません。そ

倉本●消費者との対話も、さまざまな発

ないでしょう。

こで、ブランド化の動きが活発化してい

想につながります。直接話すことで、企画

齋藤●とはいえ、豊富な資源が十分に

るわけですが、その際、どんな点に留意

や売り方、価格、パッケージ、PR方法の

活用されているかと言えば、まだまだで

すればよいでしょうか。

ヒントが見つかります。物産展など、消費

す。鮮魚のブランド一つとっても、石川

切です。

者の声を聞ける機会には、ぜひ足を運ん

県には氷見ブリや関サバといった全国

倉本●まず、製品づくりという点では、時

でください。

区の魚は見当たりません。かぶらずし

代背景や消費者の動向をしっかりと反映

齋藤●ブランド戦略を構築するまでは、

やいしりといった独特の食文化も、まだ

させる必要があります。例えば、今、日本

大抵できるのですが、問題は実行できる

認知度が足りません。

では、一人あるいは二人暮らしの世帯が

かどうかです。いざ戦略を進めていくに

倉本●こうしたブランド化の遅れ、
特に、

全体の6割近くを占めるまでになってい

は関係者との調整など、さまざまな困難

農産物分野での遅れは、石川県の農業

ます。こうした状況の中、
生鮮食品の売り

がつきものです。情熱を持ったコーディ

において米の比重が高いことと無縁で

上げは減り、総菜の購入が増える傾向に

ネーターの存在、そして、理想ではなく現

はないでしょう。全国的な調査の結果か

あります。すると、これに合わせた製品開

実を重視し、
できるところから手がけるこ

ら見ても、米への依存度が低い県ほど、

発が求められるというわけです。

とが大切です。



世界で勝負できるモノづくりを目指して
（独）中小企業基盤整備機構とISICOが主催の「モノづくり産業クラスターフォーラム」が2月19日
（月）、県地場産業振
興センターで開催された。当日は、谷本正憲石川県知事が平成19年度にまとめる「モノづくり産業クラスター構想」の
一端を紹介するとともに、石川憲一金沢工大学長がコーディネーターを務め、県内リーディングカンパニー 5社の経営
トップが国際競争力の維持・強化、今後の展望などについて意見交換した。ここでは、その要旨を紹介する。

世界に冠たるモノづくり拠点の実現に向け
県モノづくり産業クラスター構想の策定へ
国際的な機械メーカーの躍進によって、石川県の産業は活況を呈している。今後、各メーカーの競争
力をさらに強化していくには、
協力企業群が技術力を高め、
経営基盤を強化することが課題だ。
石川県では、
この地を世界に冠たるモノづくり拠点に飛躍させるため、
今回のフォーラムをキックオフと
して、
平成19年度に「モノづくり産業クラスター構想」をとりまとめ、
企業を集中的に支援していく考えだ。
具体的には、①国際競争を勝ち抜くための基盤技術の高度化、②外注加工分野の生産拡大、③独自
技術と設備を活かした新分野進出、
④交通、
物流の円滑化、
⑤技能の継承、
人材確保・育成、
⑥産学連
携による先端技術の開発の6点を柱に、国内外の機械メーカーからみてコスト、品質、納期すべてにお

谷本 正憲 氏
石川県知事

いて信頼のおけるモノづくり拠点の構築を目指す。
「モノづくり産業クラスター構想」の策定に当たっては、
多くの県内企業にも積極的に参画していただ
きたい。そして、
お互いに役割分担し、
連携しながら、
共に、
実効性のある構想にしたい。

リーディングカンパニーが語る将来展望

❶ 国際競争力の維持・強化に対する現状及び今後の展望
❷ 協力企業・地域に対する期待

中核企業が県内企業のリードを

坂根 正弘 氏

コマツ 代表取締役社長兼 C E O

❶ 21世紀の経済は、日米欧がアジアや中南米、旧共

❷ 当社の協力企業は全国で約1,000社あり、このうち

産圏へと経済圏を広げ、グローバル化したのが最大

450社が石川地区にある。かつては単品で発注してい

の特徴だ。当社では、これまで、日本にはじまり、ア

た仕事を、近年ではサブアセンブリまでお願いするよ

メリカやヨーロッパ、アジアなどに生産拠点を設け

うになっている。協力企業もただ製造するだけでな

てきたが、グローバリゼーションの中で、日本の生産

く、開発提案したり、他社と連携するなど、年々存在価

輸出拠点としての存在価値が再び高まっている。世

値を高めている。今後は、協力企業の中でも中核をな

界に比べてモノづくりの競争力は決して負けていな

す企業がより強くなって、さらに県内の企業を引っ張

い。今後、
アフリカや中南米、
中近東の経済が活発化

るようにしていただきたい。協力企業の集積度合か

していくと、ますます日本の輸出拠点としての価値

ら考えると、今後輸出インフラが整えば、コマツが石

が高まっていく。

川地区へ集結していくことになるだろう。

M ＆ A の推進などで輸出比率をアップ

澁谷 弘利

氏

澁谷工業
（株）代表取締役社長
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❶ 主力のボトリングシステムは、国内シェア60％を

❷ 協力企業のうち、
シブヤ会加入者は、153社ある。

占めるが、海外市場では、ドイツ勢が強く、輸出比率

ただ、新たに開発した電子線照射で殺菌する無菌充

は10％にとどまっている。近い将来、これを20〜

填システムで、米国企業の電子線発信装置を一部採

30％に伸ばそうと、
一昨年にアメリカ・バージニア州

用することも検討している。必要な技術であれば、

の包装機械メーカーを買収して、ここをサービス拠

国内外の企業を問わず、取り入れるスタンスをとって

点にアメリカでの拡販を進めている。長期経営計画

いる。海外メーカーとの競争は激しく、特にドイツの

では、2011年度末に売上1000億円を目指す。その

メーカーは、人件費の安い旧共産圏の工場と連携し

ための戦略として、①世界トップの技術によるモノづ

ている。このようなライバルに勝つためには、当社

くり、②コスト破壊
（コスト削減では生ぬるい）
、③ M
＆Aを推し進めている。

と同様に協力企業にも、予定原価内でつくり込む
「予実原価管理」の手法を取り入れてほしい。

石川憲一金沢工大学長
（写真左）
がコーディネーターを務めた

期待にこたえ続けることがブランド力に

菱沼 捷二

氏

津田駒工業
（株）代表取締役社長

❶ 当社の売り上げの80％が繊維機械で、そのうち昨

❷ 当社の発展のキーワードは、顧客が期待する品

年は93％を輸出した。繊維産業は世界的にみれば

質を維持し続けるブランド力にある。同じことが、

成長産業だが、生産拠点は、中国などコストが安い

協力企業にも言える。小ロット生産や高精度加工、

国に移っている。繊維機械の製造についても同じ傾

特殊加工への対応をお願いしているが、期待にこた

向にあるが、当社が製造している織機はいわゆるハ

え続ければ、発注企業にとってかけがえのない企業

イテク機であり、新興国とは技術面や品質面で大き

になる。そのためには、品質管理や生産技術のレベ

な差をつけている。また、素材、用途に合わせて製

ルアップを常に意識することが大切だ。そういう体

造するため、量産によるコストダウンも難しく、金沢

質を身に付けたら、次は、提案力やモジュール化へ

で製造し、輸出先で質の高いバックアップ体制を構

の対応力、発注者と相互補完しあえる力を磨いてほ

築する方法がベストと考えている。

しい。

他社には負けない強みの確立を

中村 健一 氏

中村留精密工業（株）代表取締役社長

❶ 日本の工作機械業界は25年間、世界一の生産高

❷ 協力企業には、
厳しい国際競争の真っ只中にある

を誇り、世界シェアは30％を占める。2位のドイツと

という現状を改めて認識してほしい。そこで必要と

は大きな差があり、3位の中国、4位の韓国とは、技

なるのが競争力であり、その中身はと言えば、品質、

術レベルに差がある。以前は内需に依存していた

コスト、納期である。その一つ一つにおいて、国際競

が、現在は輸出48％、内需52％でほぼ拮抗している。

争に勝てるレベルにまで引き上げることが必要であ

B R I C s の成長とともに、今後も輸出は堅調に伸びて

る。また、企業としては、固有の技術を持ったところ

いくと予想しており、重厚長大産業の復活によって

が一番強い。
「 この技術ならば他社には負けない」

内需も伸びていく見 通しだ。当社は輸出比 率が

と自信を持って言える強みをぜひ確立してほしい。

75％を占め、工作機械の中でも複合加工機に特化

そうすれば、柱となる取引先を2社、3社と増やすこ

し、
世界一を目指している。

とが可能となる。

相互理解によって仕事が円滑化

瀧岸 眞一

氏

横河電機（株）執行役員ライフサイエンス事業部長

❶ 当社の主力事業は制御機器、測定機器、新分野の

❷ 進出から1年が経ち、現在、約30社と付き合いが

3つである。売り上げの60〜70％を占める制御機器

ある。当初は不安もあったが、協力企業には満足し

は、国内トップ、世界で3位に位置する。輸出比率は

ている。協力企業の望ましい姿としては、次の6点を

60％で、3年後には世界一を目指している。測定機

挙げる。①対応が丁寧で親切である、②納期を厳守

器のうち、半導体テスターは、世界に数社のライバル

してくれる、③どのように仕事を進めるか、お互いに

がおり、競争は熾烈を極める。新分野では光通信機

作業標準を認識し合う、④どんな情報を提供して、

器事業、ライフサイエンス事業を展開している。金沢

どんな成果物を納めるか、業務のインターフェース

で展開するライフサイエンス事業は脳磁計、共焦点

を明確にする、⑤横河電機の取り組んでいる業務内

顕微鏡、ゲノム創薬の開発支援装置の開発に取り組

容を理解する、⑥照会したときに、得意分野、不得意

み、2010年以降の主力ビジネスにと考えている。

分野をきっちり伝える。
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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。

岩本工業は、建設機械、
多関節ロボット、工作機
械用ユニット（マシンバイス・AT C 装置）
などの製
造を得意とする。素材の調達、機械加工、
組立、塗
装までのユニット製造を行い、ユニット生産部門
は総売り上げの85％を占める。高精度な製品を
安定供給する点が評価され、取引企業先からの
信頼は厚い。さらに、顧客ニーズの多様化を受け、
多品種少量生産体制を強化している。
平成17年3月、白山市の北部工業団地に6,600
㎡の敷地と工場建物を取得。以後、本社工場のユ
ニット生産業務を一部移管し、
「倉部工場」として
稼働を開始した。翌年7月には、5面加工機と横
型マシニングセンタの大型設備2台を導入。生産
体制を拡充し、顧客からの受注に一層応えられる
ようになった。また、賃金の安いアジア諸国と戦
うために、月間700時間の設備の稼働が必要と考
え、マシニングセンタ設備を増強。夜間無人運転
を行うことで、
コストダウンを進めている。
岩本博之社長は「機械を製造する現場は、年々
デジタル化が進んでいる。しかし、モノづくりへの
熱い気持ちと、アナログ的な感覚を持ち合わせな
ければ、
良い製品は生まれてこない」
と強調する。
顧
客に信頼される技術力を維持するため、10数年前
から社内で技能検定指導を実施。社員一人ひとり
が、
常に自分の意思で半歩踏み出す「改善」を考え
ながら作業にあたるよう社内で徹底している。
今年7月には、倉部工場で建設機械用旋回装置
「スイングマシナリー」の生産ラインが始動する。岩
本社長は「同工場での作業が増えれば、本社の生
産性もアップし、スピード感のある経営が可能にな
る」と、
これまで以上に、
攻勢をかけていく構えだ。

加賀電化工業 株( )

岩本工業 株( )

倉部工場の稼働で、
高いレベルの
ユニット生産技術を実現
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加賀電化工業は、めっき分野で他社との差別化
を図ってきた。石川県内にあるめっき加工会社の中
で、機械部品の設計、機械加工、研削加工、めっき
処理、
鏡面研磨仕上げまで、
一貫生産できる体制を
整えているのは同社だけだ。
「短納期」
「低単価」
「高
品質」の三拍子を備えた製品を提供できることが、
同社の売り上げを順調に伸ばしている要因である。
これまで、受注全体の90％を占めていた繊維機
械用ローラーは、
近年、
繊維機械の受注量が減少し
たことから、
繊維分野に依存した経営体質の改善を
迫られた。その中で、試行錯誤しながら、平成17年
に、
印刷機械用ローラーへの事業転換に着手した。
この印刷機械用ローラーは、繊維機械用ロー
ラーよりも精度の高い表面加工が必要となる。そ
こで、研削盤の砥石から見直し、妥協を許さない
検査体制を確立させた。また、印刷機械用ロー
ラーは、銅めっき加工が必要なため、平成17年2
月に全国でも数台しかない超硬質銅めっき槽を
設置。平成18年7月には、ローラー表面の高品質
を維持できる研削盤を導入するなど、設備投資に
力を注いだ。
製品開発にあたっては、
約20年前から取引企業
と共同で取り組んでいる。
「顧客利益」を第一に考
え、めっき加工の“プロ”の視点で設計された製品
は、高い顧客満足度を誇っている。そんな開発提
案力と安定した技術力は、印刷機械メーカーからも
評価され、
取引先が大手6社にまで増加した。
印刷機械分野の初期投資はすべて終わり、受注
体制も整ったことから、宮崎英司社長は「来期の
経常利益を10％増やすことが目標」と、受注拡大
と品質保証に意欲を燃やしている。
金沢市増泉4 - 7- 20
TEL 076 -280 -1005
■ 代表者
宮崎 英司
■ 設立
昭和30年5月
■ 資本金
2,500万円
■ 従業員数 60名
■ 事業内容 硬質クロムめっき・銅めっきを主体とした
繊維機械・印刷機械部品などの一貫製造
●http://www.kagadenka.co.jp/
■ 所在地

白山市五歩市町446
TEL 076 -275-1185
■ 代表者
岩本 博之
■ 創業
昭和24年2月
■ 資本金
3,000万円
■ 従業員数 75名
■ 事業内容 建設機械、
工作機械、
産業機械などのユニット製造
●http://www.iwmt-kg.co.jp/
■ 所在地

生産ラインでは、人
間と機械の力が融
合して、
よりレベルの
高い製品を生み出し
ている

繊維機械で培ったノウハウを生かし
印刷機械分野に進出

高い精度を保つ超硬
質銅めっき槽。これ
ほどの設備を備える
のは、全国でもわず
かな企業だけである

開発の鉄人
に聞く

「日経ものづくり」
（日経B P社）の人気連載「開発の鉄人ものづ
くりを語る」で、開発の鉄人として日本全国の企業の奮闘ぶりを
紹介している多喜義彦氏。これまで30年にわたって、3,000件も
の開発業務を支援してきたという開発の鉄人に、これからのもの
づくり企業の道しるべを聞いた。

これからの
ものづくり

vol.03

良いアイデアを得るためには
「三 上」の環境を作るべし
さ ん じ ょ う

まずは心をリラックス
意見は決して否定しない
大事な企画会議なのに、いいアイデア

すのが不得意なのでしょうか。それは、 理店はたくさんあるでしょう。要する
戦後、規格品を大量生産する時代が長

に、必ずしも売ってもうける必要はな

く続いたことと無縁ではありません。

く、利益を得るためのアイデアを考え

大量生産で求められるのは、
いつもと同

が出なくて困った。皆さんはそんな経験、 じで間違いのない製品です。しかし、今、

ればよいのです。
アイデアなくして、新事業も新製品

ありませんか？ 私自身、若い頃には、会

社会が求めているのは、一品一様の製品

もありません。アイデアのわく三上の

議のときに限って何も浮かばない状況

やサービスです。今と昔ではニーズが変化

環境をぜひ作ってください。

が何度もありました。それでいて、
仕事に

しているのですから、組織のあり方やもの

ついて全然考えていないときに、
ふとアイ

の考え方も変化させなければいけません。

デアがひらめいたりして、不思議な感じ

ですから、会社でアイデアは出ないと割

がしたものです。

り切って、外の世界や友達とコミュニケー

後になって分かったのですが、この秘

ションをとりながら企画を練るのも、
一つの

密を解く鍵は「三上」にあります。これ

手です。なにしろ、
会社とは本来、
社員の管

は、
北宋時代の学者、欧陽脩が残した言

理を目的とした組織であり、アイデアを生

葉です。欧陽脩は、よい文章を考えるに

む三上の環境とは対極にあるのですから。

ばじょう

ちんじょう

しじょう

は三上、つまり「馬 上」
「枕 上」
「厠 上」
が適していると言いました。馬上とは、馬
の上で揺られているとき、今で言えばド
ライブ中でしょうか。枕上とはうとうとし
ているとき、厠上とはトイレをしていると

今までの考えを
根本から見直そう
もう一つ念頭に置いてほしいのは、

きのことです。これらに共通するのは、
心

今までの考え方をすべて否 定するこ

が解放され、リラックスした状態にある

とです。

という点です。

例えば、以前、素晴らしい性能の免

ですから、企画会議でアイデアを出す

震装置を開発した企業から、売れなく

には、茶菓子でも食べながら、楽しくやる

て困っていると相談を受けました。そ

など、
三上の環境が大切なのです。

の際、私は、高級マンションに無料で

その際、一つだけ守ってほしいルールが

取り付け、代わりに、入居者のポスト

あります。
それは
「意見を決して否定しない」 にちらしやダイレクトメールを入れ
こと。
否定すれば発言者は委縮してしまい、 る権利をもらってはどうかと提案し
二度と意見が出なくなってしまうからです。

ました。マンションに、年間500万円
の消費支出のある家族が100世帯入居

ときには
会社を飛び出すことも
ところで、なぜ私たちはアイデアを出

すれば、そこには、実に5億円の商機が
潜んでいます。マンションのポストは
最近、セキュリティが厳重ですから、
こうした権利を手に入れたい広告代

多喜義彦

氏

システム・インテグレーション
（株）代表取締役
1951年生まれ。1988年、
システム・インテグレーショ
ン
（株）を設立、代表取締役に就任し現在に至る。新
事業の具体的な提案、開発サポート、権利化、市場展
開まで幅広い分野の支援を手掛け、現在40数社の
技術顧問。NPO日本知的財産戦略協議会理事長、
宇宙航空研究開発機構知財アドバイザー、日本特許
情報機構理事、金沢大学客員教授、九州工業大学客
員教授などを務める。
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（株）
ぶどうの木

金沢市岩出町ハ50 -1
TEL 076 -258 - 0001
■ 代表者
本 昌康
■ 設立
昭和60年2月
■ 資本金
2,000万円
■ 従業員数 73名
■ 事業内容 レストラン経営、洋菓子類製
造販売、
ブライダル事業など
●http://www.budoo.co.jp/
■ 所在地

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。

金沢市郊外の本社周辺は、ヨー
ロッパの街並みを思わせる

企業は人なり。
哲学を共有し、
経営者と社員の一体感を醸成
高級ジャムが全日空の
ファーストクラスに

ムの素材は、南仏プロバンス地方の厳選

また、
「利益だけを追求していては、店づ

した果物や野菜を使用し、現地に設けた

くりは失敗する」という信念のもと、接客

工房で製造している。今年に入ってから

の哲学など105項目を「ぶどうの木フィ

「ぶどうの木」と言えば、金沢で人気の

は、全日空が国際線ファーストクラスの

ロソフィー手帳」としてまとめ、全スタッ

機内食に、このジャムを採用した。

フに配付。朝礼の際に読んでもらうなどし

洋菓子ブランドとして、多くの方々の知る
ところだろう。ぶどう園に隣接した小さ
なカフェを出発点に、今や本社のある金沢
市郊外には、2

て、
経営理念の浸透にも余念がない。

独立採算制で
社員の参加意識を刺激

軒のレストラン、
カフェ、洋菓子

を考え、集まってくれた人材を生かせる
展開をしたい 」と話し、経営者と社員が

長年にわたって人気を維持し、拡大し

工房、パン工房、 続ける要因はどこにあるのか。同社の
ハーブガーデ

本社長は「企業は人なり。時代の流れ

一体感を持った経営で、さらなる発展を
目指している。

本昌康社長は「遠くから来る価値のあ

ンが建ち並び、 る店づくり、贈答用に持っていくのに値

ぶどう農園をベースに、
カフェやレスト
ランへと事業を拡大してきた本社長

ちょっとした街

する商品づくりを、常に念頭に置いてい

並みとなってい

る 」と話す。そして、そのベースとも言

る。今 年2月 に

えるのが、事業に対する社員の参加意識

は、石川県商工

を強固にする仕掛けづくりである。

会連合会が選
定する「いしか

その一つとして、同社では、京セラ（株）
を創業した稲盛和夫氏が提唱する「アメー

わ商工会ベスト店賞」の最優秀賞を受賞

バ経営」を取り入れ

した。

ている。事業が拡大

これ以外にも、百貨店やショッピング

すればするほど、
社長

センターに7店を出店。年間約100組の

1人で全体を見るの

南仏プロバンスにある工房では、現地で採れた
新鮮な素材でジャムを製造する

レストランウェディングを手がけるなど、 は難しくなるもの。
最初にカフェをオープンしてから25年

そこで、
コストや利益

の間に、事業は大きく拡大した。

が明確に分かるシス

金沢だけにとどまらず、平成16年10
月には、東京 ・ 銀座に高級ジャムの専門

テムを構築した上で、
独立採算制とし、各

店「コンフィチュール・エ・プロヴァンス」 店の店長が責任感を
を開業した。平成18年3月には、日本橋

持って運営に当たれ

高島屋の中に二店舗目をオープン。ジャ

るよう工夫している。
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ぶどうの木の商品。手前中央は、
創業25周年を記念して企画された「25年目のチーズケーキ」
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ベンチャー企業やSOHOなどを支援するため、
いしかわフロンティアラボ、
いしかわクリエイトラボ、
SOHOプラザ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。

石川県ビジネスサポートセンター

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。

品質管理や農家との連携に強み

(株)あきお
あきおは、全国の契約農家の有機栽

である。グループ会社に農業支援企業

培および、定められた基準以下の農薬量

「H A RU S A」を持ち、農業生産現場へ

で栽培された特別栽培、慣行栽培農作

支援や投資を行っている。また、土壌検

物の生産と卸売りを手がけ、スーパーや

査から収穫した野菜の栄養分析、トレー

百貨店、外食産業、加工業者などと、独

サビリティシステムの導入など、品質管理

特の流通ルートを構築し、業績を伸ばし

の向上にも努めている。

ている。

ける自給率アップにチャレンジしたいと」
語る。

また、松川社長は、環境に優しい循環

石川県ビジネスサポートセンター（東

型農業の普及にも力を入れており、その

京都千代田区麹町）には2004年4月に

一つが、自社から出る生ゴミを堆肥化し

入居した。国内最大の消費地である首

て契約農家の農地にまくことで、環境へ

都圏に拠点を置くことで、日々変化する

の負担軽減と土壌の改良に生かしてい

契約農家との綿密なミーティングの様子

市場動向の把握に役立てている。

る。2004年7月に、I S O14001を取得す

■ 所在地

食の安全と安心に対する関心が高ま

るなど、
社内の環境に対する意識も高い。

る中、最も重視しているのが、安心を感

今後、循環型農業による地域貢献を

じて購入できるようにするための仕組み

進める一方、松川社長は「スローフード

づくりとコンプライアンスへの取り組み

ファクトリーを設立し、日本の農業にお

いしかわクリエイトラボ

太陽テクノリサーチ(株)
アスベストの測定や、分析、除去などを

本社 :金沢市高尾台1-259
TEL 076 -298 -7688
東京事務所:東京都千代田区麹町4 - 8 麹町クリスタルシティ西館
石川県紀尾井会館 石川県ビジネスサポートセンター内
TEL 03 - 3263 -1703
松川 篤裕
■ 設立		 平成9年4月
■ 代表者
4,500万円
■ 従業員数 40名
■ 資本金
■ 事業内容
生鮮食品卸売業
●http://www.akio-vf.co.jp/

価格公開と技術力でユーザーの信頼を獲得
と比べて安い価格を実現した。

昨年9月からは、いしかわクリエイトラ

手がける太陽テクノリサーチは、昨年6月

また、価格を公開することがあまりな

ボに入居。施設内の企業との交流を通し

の設立以降、1カ月の依頼件数が50件

い業界にあって、同社では、自社のホーム

て仕事の依頼を受けることもある。
「近く

を超え、
順調な滑り出しをみせている。

ページ上に作業内容に応じて、詳しく価格

にある北陸先端科学技術大学院大学の

を掲載している。そのため、全国の自治体

設備を利用したり、情報収集できるので、

同社の場合、検査対象をアスベストに特

や大都市圏の企業をはじめ、一般家庭の

メリットが大きい」と大門社長は話す。

化して、業務の効率化を図ることで、他社

主婦からも相談が寄せられている。

その理由の一つは、価格設定にある。

昨年施行された、残留農薬等の規制を

今年3月からは、国内最大級のネット

強化する「ポジティブリスト制度」によっ

ショッピングモール「楽天市場」
にも出店。

て、今後は、農作物に対する分析の需要

これは、
全国でも初めての試みで、
「アスベス

が増加する見込み。同社では、環境分析

ト濃度の測定」
を商品として売り出している。

と共に、
食品分析にも注力する考えだ。

もちろん技術力には定評がある。大
門忠司社長
（写真）は、環境分析の第一
線で11年間活躍した実績を持ち、同社
は、石川労働局から作業環境測定機関
として認定を受けている。

本社:白山市鹿島平11-110
TEL 076 -213 - 6336
研究室:能美市旭台2-13 いしかわクリエイトラボ203
TEL 090 -1638 -1206
大門 忠司
■ 設立		 平成18年6月
■ 代表者
■ 資本金
100万円
■ 従業員数 2名
■ 事業内容
環境分析、食品分析
●http://www.taiyo.vc/
■ 所在地

空気中のアスベスト濃度を測定するための設備
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From

フロム・ユーザーズ

USERs

I S I C O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。

設備貸与制度の利用者に聞く

相次ぐ新製品の
リリースに向け、
「食品製造機械」
を導入
吉田醸造食品
（株） ■ 所在地

白山市安吉町170
TEL 076 - 275 - 0008
■ 代表者 吉田 章
■ 設立
昭和39年4月
■ 資本金 3,000万円
■ 従業員数 50名
■ 事業内容 味噌、加工食品の製造、販売
●http://www.100miso.co.jp/

白山麓の厳選素材で
高級味噌を開発
味噌などを製造、販売する吉田醸造食
品は、今年4月、地元産の厳選素材で製造
した高級味噌「傍（そい）」の販売を開始
する。
米と大豆は、有機肥料、減農薬によって
栽培されたものを、白山市内の契約農家
から調達した。品種はそれぞれコシヒカリ
とエンレイで、いずれもタンパク質の含有
量が高く、味噌造りには最適だ。水は白山
の伏流水、塩は輪島産の天然塩を使用。
価格は1k g 2,000円と一般の味噌の約10
倍だが、東京インターナショナル・ギフト・
ショーに出品し、評価は上々だった。
「傍」の開発は、石川県食料産業クラス
ター協 議 会 の
平成18年度の
地 域 ブランド
食品開発支 援
事 業に指 定さ
れた。味噌づく
りに欠 か せな
い特 殊な酵母
を、石川県立大
学と研 究 開 発
中である。
また、
白山 麓の恵み
を生かして「鮭
原点に立ち返って高級味噌を商品化
みそ」
「くるみみ
した吉田社長
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そ」
「 ゆずみそ」といった調理味噌も
合わせて開発した。I S I C O の販路
開拓支援を受けて、まずは首都圏の
百貨店で売り出す。
「味噌屋としての原点に立ち返り、
日本で一番おいしくて高級な味噌
を造りたかった」。同社の吉田章社
長は「傍」の開発のきっかけをそう
話し、初年度は4,000万円の売り上
げを目指す。

設備貸与制度を活用して導入した大学イモの計量充填システム

大学イモでシェア20％
新製品開発も進む
ところで、吉田社長が「原点に立
ち返る」と話したのには理由がある。
昭和39年に味噌の製造からスター
トした同社だが、売り上げに占める味
噌の割合は5％を切っている。需要が伸び
悩む味噌に代わって、
企業の屋台骨を支え
ているのが加工食品である。
その代表と言えるのが、売り上げの80％
を占めている大学イモである。同社では、
業務の多角化に取り組みだした昭和40年
代後半から、スーパーなどで販売される大
学イモの製造に乗り出した。現在では、大
手食品メーカーにO E M で供給し、業界3
位、全国シェア20％を誇っている。
また、3年前には隠し味として生地に味
噌を練り込んだ「 たい焼き」、今年3月には
白山の伏流水を使用した「白玉ぜんざい」

原材料にこだわって開発された高級味噌や加工食品

を市場に投入した。こうした新事業の立ち
上げ、拡大を支えているのが I S I C O の設
備貸与制度（詳細は15ページ）である。同
社では、平成16年度に、たい焼き用の焼
成機や冷凍機、包装機などを導入、平成
18年度には白玉ぜんざい用の蒸練機や切
断機、製餡機、自動充填シール機などを導
入した。
今年秋には、大学イモを増産するため
の新工場の建設も予定している。加工食
品で経営基盤を強化しながら、こだわりの
高級味噌の販売促進で味噌醸造所として
の存在感も追求していく。

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。
【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

「設備投資に対する助成がさらに充実しました 」

TEL

076 - 267-1174

● 設備貸与制度( 割賦・リース)
貸与損料／年2.75％

県からの利子助成
（一般分0.5％、
不況業種分、革新・連携・転換分いずれも0.75％、特別分1.0％）

〈各市・町の利子助成制度の概要〉

金沢市

小松市

加賀市

白山市

能美市

野々市町

かほく市

全製造業・旅館業
（ボイラー設備のみ）

全製造業

業種指定なし

業種指定なし

業種指定なし

対象業種

機械金属・電機電子等
製造業

助成金

60万円限度

60万円限度

60万円限度

60万円限度

50万円限度

60万円限度

60万円限度

助成期間

契約日より3年間

契約日より3年間

契約日より3年間

契約日より3年間

契約日より3年間

契約日より3年間

契約日より3年間

助成料率

1.50％相当額

1.25％相当額

1.40％相当額

お問い合わせ先

076-220-2205

産業局工業振興課

経済部商工振興課

地域振興部観光商工課

1企業1年度

機械金属製造業
1企業1年度

割賦損料率の

割賦損料率の

0761-24-8075

1企業1年度

割賦損料率の

0761-72-7900

1企業1年度

割賦損料率の

1.25％相当額
産業部商工振興課

076-274-9543

1企業1年度

割賦損料率の

1.00％相当額
産業建設部商工観光課

0761-55-8509

1企業1年度

割賦損料率の

1企業1年度

割賦損料率の

2.00％相当額

2.00％相当額

産業建設部産業振興課

産業建設部商工観光課

076-227-6082 076-281-3922

● 設備資金貸付制度
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）

I S I C Oライブラリー

書籍・DVD情報

書籍情報

「2007年版 北陸三県会社要覧」
北陸三県に所在する企業の概況を紹介しています。
閲覧が可能ですので、ぜひ、ご活用ください。
DVD情報

新 着！

「新入社員のためのこんなときどうする？
仕事のマナー（全3巻）DV D」
「電話編」
「コミュニケーション編」
「職場の基本マ
ナー編」で構成されています。
新入社員や若手社員の研修に、
ぜひ、
ご活用ください。

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・DVD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 3 0 分～午後 7 時 3 0 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

Event News
第20回石川県中小企業技術展

受注拡大、
新規取引先開拓へ 製品開発力を積極的にＰＲ!
I S I C O では、5月17日（木）から19日（土）
、石川県
産業展示館2号館で、県内中小企業の技術や製品を展示
する「石川県中小企業技術展」
、
「平成19年度石川県新
製品発表会」を開催します。技術展には、県内中小企業
の優れた製品、部分組立品、部品および素形材などを一
堂に展示します。また、新製品発表会では、石川ブラン
ド認定製品を中心に、新たに開発した製品を展示しま
す。この機会にぜひご来場いただき、県内中小企業のご
活用を検討いただきますよう、
ご案内申し上げます。

●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
TEL076 -267-1140
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TOPICS

イ シ コ・ト ピ ッ ク ス

トライアル発注事業に
4製品が追加採用
枡々元気
ブロック感覚で楽しみながら組み立てられる木製キット
「枡々元気」
。リハビリから創造性を育む教材として、小
学校でも使用されている。材質は、県木の「アテ」で、香
りと肌触りが親しみやすく、敷物や壁掛けといったイン
テリアとしての用途に
も 使 用 可 能 だ。介 護
施設はもちろん、教育
現場などの販 路開拓
を強化する。

松井建具
かほく市高松乙2番25 -1
TEL 076 -282- 5239

石川県とI S I C Oが実施するトライアル発注事業において、
本誌第31・32号で紹介
した4製品に加え、
新たに４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。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、I S I C O の仲立ちで民間企業などに導入さ
れる製品を紹介する。

バイオマス製( 木粉)E c o 箸
材質は、主 成分が木 粉（52〜56％）で耐 熱 温 度 が約
130℃あり、通常使用に、十分に耐えうる製品になって
いる。新たな CO2 の発生を抑制できるほか、食品衛生法
にも適合しており、
「地球環境と人に優しい」製品である。
現在、県庁の食堂へ試験的に導入しており、これを機に、
割り箸 の 代 替 品 として、
公共施設や飲食 店へ販
路を拡大していく。

（株）
ウチキ
加賀市柏野町イ61
TEL 0761- 77- 1616
http://www.uchiki-co.com/

流せるポータくん
水洗機能を備えた介護用ポータブルトイレで、従来のく
み取り式のものと比べ、臭わず、清潔で、後片付けの必要
がない。また、配管に柔軟性のあるパイプを使用するこ
とで、簡単に設置できるのも強みだ。今後は、製品の特
性を P Rし、在宅で介
護してい る一 般住 宅
での普及に取り組む。

（株）
アム
河北郡津幡町竹橋西179-1
TEL 076 -288 - 8655
http://www.am-co.co.jp/pota/

CLEAN CUBE
酸化チタンの光触媒効果を利用
し、黄色ブドウ球菌や大腸菌な
ど細菌の発生を抑制するスリッ
パ用抗菌ボックス。消臭効果も
強力だ。これまで医療機関など
への導入実績があり、今回の事
業を契機に、ハウスメーカーや
旅館への展開を図っている。

小松産機
（協）
小松市光町37-2
TEL 0761-24 -1139
http://www2.icnet.or.jp/~san-kumi/

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。

今回の特集では、地域資源を生かした、地域資
源活用型ビジネスに挑戦している事例を紹介
しています。
また、石川県の最新経済情報として、石川県の
モノづくり産業クラスター構想及びリーディン
グカンパニーの将来展望についても掲載され
ていますので、
ご参考としてください。
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