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チューブタイプで使いやすく
　

　金沢大地では金沢と能登を合わせて

180 ヘクタールの広大な農地で有機

栽培された米や麦類、大豆、野菜など

を主原料に農産加工食品を製造、販売

している。当初はオーガニック大豆を

使った手作り豆腐からスタート。自社

での製造を中心に、伝統製法を継承す

る老舗の醤油蔵や味噌蔵、有機 JAS 認

定を受けた工場とも協力し、現在では

80 品目を超える商品をそろえている。

　ラインアップの拡充には、活性化

ファンドの助成金も役立てており、そ

の一つが有機米と有機大麦の麦芽だけ

を原料に作った「オーガニック米あ

め」である。とろりとした水飴のよう

な食感で、そのまま食べるのはもちろ

ん、砂糖に代わる調味料としても重宝

する。計量スプーンに注ぎやすく、パ

ンにも塗りやすいチューブタイプの容

器を採用。最後まで残さず使い切れる

ようになっている。

　続いて開発したのがオーガニック米

あめと高知県産生姜のしぼり汁を原料

とする「ジンジャーシロップ」だ。水

やお湯で割って飲んだり、かき氷にか

けたりといろいろな使い方ができる。

　米あめは平成 27 年 4 月に販売をス

タート。ジンジャーシロップは同年

11 月にプレーンタイプを発売し、翌

年 6 月、イチゴ味とブルーベリー味を

新たに加えた。いずれも近江町市場に

ある金沢大地の直営店「たなつや」や

同社ネットショップのほか、全国各地

の百貨店やスーパー、自然食品店など

で販売し、毎年着実に売り上げを伸ば

している。

オーガニック米あめ
有機米と有機大麦麦芽で作った

「オーガニック米あめ」（200 グ
ラム／ 550 円・税別）。写真は
近江町市場にある金沢大地の直
営店「たなつや」で人気のソフ
トクリーム（400 円・税込み）。
有機大豆の豆乳を原料にしてい
て、米あめや炒り大豆をトッピ
ングする。

（株）金沢大地
金沢市八田町東 9 番地  TEL. 076-257-8818
　● 代 表 者 井村 辰二郎
● 設　　立 平成 14 年 3 月
● 資 本 金 2,400 万円
● 従業員数 19 名
● 事業内容 農産加工品の製造、販売
　http://www.k-daichi.com

有機農産物で作った
健康志向食品を消費者へ

金沢大地
CASE 01

活性化ファンド採択メニュー
・平成 26 年度　産業化資源活用事業（商品開発・事業化支援）
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小麦アレルギーの人も安心
　

　活性化ファンドを活用した商品開発

はこれにとどまらず、平成 28 年 6 月

には「井村さんのお米パン」を発売し

た。小麦ではなく米粉を使っており、

オーガニック米あめと能登の塩も練り

込んでいる。ふんわり、しっとり、も

ちっとした食感で、和の総菜やみそ汁

ともよく合う味だ。

　米粉パンと一口に言っても、その多

くは小麦グルテンを混ぜて作られてい

るが、金沢大地の商品は文字通り米粉

100％で作られているので、小麦アレ

ルギーの人でも安心して食べられる。

　「イースト菌は培養する際に化学肥

料を使うこともある」（井村辰二郎社

長）という理由から発酵には天然酵母

の力を利用している。一般的なパンは

小麦グルテンとイースト菌の働きに

よってふっくらと膨らむため、これら

を使わず、おいしいパンにするために、

米粉の粗さや材料の混ぜ方を何パター

ンも試し、うまく発酵するよう工夫し

た。

　米粉パンは安全・安心な食品の宅

配サービスを手がける「オルター」

（大阪府）が販売しており、多くのリ

ピーターを獲得する人気商品となっ

ている。

社長の手作り弁当でプレゼン
　

　これらの商品を開発したきっかけに

ついて井村社長は、「農場での生産の

主力が有機米と有機大麦ですから、こ

れらを使って何か作れないかなと考え

ました」と話す。

　さらに、穀物や野菜、海藻などを中

心とした食事を取るマクロビオティッ

クなど、健康を意識した食事法やダイ

エットを実践する人の中には精製され

た白砂糖やグルテンの摂取を好まない

人もいることから、砂糖の代わりに使

えるものやグルテンを含まない商品に

ニーズがあると考え、活性化ファンド

の助成金を活用し、試作、開発を進め

安全・安心な食品
づくりに取り組む
井村辰二郎社長。
手にしているのは
チューブタイプの

「オーガニック米
あめ」。

砂糖を使わず米あめで作った「ジンジャー
シロップ」。プレーン、イチゴ、ブルーベリー
の 3 種類がある。

米粉で作った「米粉パ
ン」。大阪の通販会社を
通じて全国に販売して
いる。自社の有機米で
の製造も試作・検討中。

「米粉パン」の製造風景。社内で
焼き上げた後、冷凍した状態で出
荷する。

成功のエッセンス

■ 安全・安心な有機農産物で食品加工

■ 消費者の健康志向に応える商品開発

■ 使い方を提案してバイヤーに PR

た。発売後は、アグリフードEXPO、オー

ガニックライフスタイル EXPO といっ

た展示会に出展し、販路拡大に努めた。

　中でも販路拡大に苦労したのは米あ

めだ。米あめは、江戸時代に母乳が出

ず困っていた母親たちが我が子に与え

たというほど栄養価が高く、ミネラル

豊富な食べ物で、金沢銘菓の一つとし

ても知られるが、全国的には認知度が

低く、販促には使い方の提案から始め

なければならなかった。

　例えば、井村社長は三越伊勢丹での

弁当企画に向けての商談に、自ら米あ

めを使った大学イモやきんぴらごぼ

う、卵焼きなどを作って持参。これ

が好評を博し、現在も米あめとジン

ジャーシロップのセットがお中元用商

材として採用されている。

将来はアメリカ市場へ
　

　「有機米を使った商品開発にこれ

からも取り組みたい」と商品ライン

アップの拡充に意欲を見せる井村

社長が、今後視野に入れるのが海

外市場への販路拡大だ。金沢大地で

は平成 21 年から海外営業に取り組

んでおり、味噌や醤油といった商品

をヨーロッパやアメリカ、アジアの

国々で販売している。

　活性化ファンドで開発した商品の

中でも、アメリカ市場で有望と考え

ているのが米あめだ。アメリカでは

肥満が社会問題化しているため、砂

糖の代わりとなる調味料としてア

ピールすればダイエットに取り組む

人やヘルシー志向の人の支持を集め

られると考えている。

　アメリカ市場への本格的なチャレ

ンジはこれからだが、金沢大地の名

前が国内だけでなく、海外でも認知

度を上げていくことを期待したい。
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卵の約3割は取り除く
　

　能登町の特産品として定着したブラ

ンド地鶏「能登地どり」を飼育・販売

するサンライフ。その卵や肉を使った

菓子、レトルト食品が口コミで評判を

呼び、リピーターを着実に増やしている。

　同社では、平成 22 年に活性化ファン

ドを活用して加工品を開発。プリンや

カステラなどの菓子は、とれたての卵

をたっぷり使い、しっとりしていて粘

りのある生地と濃厚な味わいに仕上げ

ている。また、レトルトの手羽カレーは、

スパイシーで深みのあるルーに、コラー

ゲンが豊富な手羽元と手羽中を入れた。

これらの菓子やレトルト食品は、8 年

経った今でも売れ続ける息の長いヒッ

ト商品となっている。

　加工品開発のきっかけは、出荷でき

ない生食用卵の再利用だった。能登地

どりのブランドを守るには卵の見栄え

が大事で、割れているものはもちろん、

見栄えが悪かったり、大きすぎたりす

る卵は取り除いた。そのため、1 日に採

れる約 600 個のうち、約 3 割は出荷で

きなかったという。菓子店などに卸す

ことも考えたが、自社で加工品の製造

に踏み切った。

一口サイズにして味を多彩に
　

　平成 25 年には、再び活性化ファン

ドを活用し、商品のバリエーションを

増やすことに取り組んだ。同社の菓子

は防腐剤を一切使用しておらず、賞味

期限が短いことが悩みの種だったため、

日持ちのする焼き菓子に着目。クッキー

やサブレを開発し、サクサクとした

口当たりの良さと優しい甘さが好評と

なった。中でも、完成すると能登半島

の形になる「のとドンサブレ」は、珍

しい土産として観光客から人気である。

　また、若い女性には「少しずつ多く

の種類を食べたい」というニーズがあ

り、それに合わせた商品改良も行った。

これまで同社のカステラは、縦横約 10

センチ、高さ約 8 センチで、食べる際

は適度な厚さに切り分ける必要があっ

た。そこで一口サイズにしたタイプを

作り、小分けにして包装。同様に一口

サイズのパウンドケーキも用意した。

さらに、カステラは 5 種類（プレーン、

塩、あずき、抹茶、チョコ）、パウンドケー

キは 8 種類（たまご、金時いも、わかめ、

写真上）黄身がつまめるほど弾
力がある生食用の卵。

写真左）能登町にある養鶏場「能
登鳥の里」では、食肉用、採卵
用合わせて約 2,000 羽の鶏が飼
育されている。

「目の前の一つ一つのことに妥協しなけ
れば、自ずとクオリティーの高い商品
が生まれていく」と語る林義雄社長。

成功のエッセンス

■ 規格外の卵を有効活用

■ 加工品を通じて地鶏のブランド力をアップ

■ 消費者のニーズをつかんで改良する

きっかけは
出荷できない卵。
加工品が
ブランド力アップに

サンライフ
CASE 02

活性化ファンド採択メニュー
・平成 22 年度　農商工連携事業（食品加工ビジネスモデル構築支援）
・平成 25 年度　産業化資源活用事業（商品開発・事業化支援）

（株）サンライフ
能登町字布浦コ字 21 番地 1
TEL.0768-72-2125
　● 代 表 者 林  義雄
● 創 業 平成 4 年 9 月
● 資 本 金 1,000 万円
● 従業員数 60名
● 事業内容 スーパーマーケット、
 菓子の製造・販売など
　http://www.torinosato.com



あずき、塩、かぼちゃ、ぶどう、いちご）

と、味のバリエーションを増やした。

健康第一で地鶏を飼育
　

　ところで、能登地どりは、「能登に

地鶏はいないのか」という観光客の一

言をきっかけに、平成 19 年から同社

の林義雄社長が飼育に乗り出した。石

川県には元々、地鶏はおらず、岐阜県

から在来種のヒナを譲り受けた。ただ、

地鶏と名乗るには血統のほか、飼育期

間が 80 日以上などの要件を満たす必

要があり、そういった基準をクリアし

て商標も取得した。

　林社長は「おいしい卵や肉を提供す

るには、鶏の健康が第一」と考え、飼

育法や飼料を工夫している。まず、鶏

は屋外と同じように走り回れる広さの

鶏舎で平飼いしている。また、木酢液

や炭などを自家配合した飼料やミネラ

ルたっぷりの海洋深層水を飲ませるな

ど、エサにも気を配っている。甘みが

強くコクがある卵は、金沢市を中心と

した石川県内のスーパーマーケットや

農産物直売所で販売しており、ジュー

シーで旨みが豊かな鶏肉は関東のレス

トランなどからの引き合いが増えてい

るほか、インターネット通販でも、売

れ行きが好調だという。

“能登の土産”を前面に
　

　活性化ファンドの利用をきっかけ

に、卵や鶏肉、加工品の販路拡大を求

め、首都圏の有名百貨店の催事にも出

店した。「卸値などの面で折り合いが

つかず、売り場での取り扱いまでには

至らなかったが、『どういったものが

売れるのか』といったトレンドを勉強

できた。今でも知り合ったバイヤーか

ら商談の連絡がある」と話す林社長。

東京・銀座にある石川県のアンテナ

ショップ「いしかわ百万石物語・江戸

本店」にパウンドケーキを置いている

ものの、現在、県外への販売はインター

ネットが中心になっている。

　一方、力を入れているのが、県内の

販路開拓だ。金沢市中央卸売市場近く

で「市場のぱんや 金澤こっぺ」を出

店。能登地どりの卵、低温殺菌の牛

乳、国産小麦で作ったこっぺぱんを使

い、あんマーガリンやビーフカレー、

ソーセージなどの具をはさむスタイル

が人気を呼んでいるという。また、“ 能

登に来なければ買えない土産 ” という

コンセプトを打ち出し、プレミア感を

演出。林社長自ら先頭に立って商品を

売り込み、狼煙や高松といった能登方

面の道の駅などで商品を取り扱っても

らっている。

循環型経営に転換を
　

　このように同社は多角経営を進めて

おり、平成 28 年秋からは塩の販売も

始めた。塩作りに乗り出したのは循

環型経営の一環だという。同社は食品

スーパーをはじめ、産業廃棄物処理、

堆肥の製造販売を手掛けており、建設

業、農業の関連会社を持つ。建設現場

などで集められた木くずは、塩を乾燥

させる燃料として使うほか、鶏舎の床

に敷いた後に堆肥としてリサイクルす

る。林社長は「地鶏の加工品の開発を

きっかけに、資源を無駄なく有効に活

用することを考えるようになった。能

登の地から新しい風を吹かせたい」と

意気込んでいる。
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能登地どりかすてら
1 本 700 円（税込み）。「プレーン」「あずき」「抹
茶」の 3 タイプを用意している。能登地どり
の産み立ての自然卵をたっぷり使った。しっと
り、もっちりした食感と、黄身のコクと風味が
感じられるのが特徴。食品添加物は一切使用し
ていない。



年間20種類をラインアップ
　

　奈加川が製造、販売するのは加賀野

菜など地元の野菜を使った “ 蜜菓子 ”

である。蜜菓子とは野菜を砂糖と水で

漬け込んだ和菓子のこと。打
うつ

木
ぎ

赤
あか

皮
がわ

甘
あま

栗
ぐり

かぼちゃ、加賀太きゅうり、五郎島

金時、金沢春菊、加賀れんこん、能登

大納言など、現在は年間約 20 種類を

商品化しており、ひがし茶屋街にある

店舗のショーケースには、季節に応じ

て 5 種類ほどが並べられている。

　砂糖に漬け込んだ菓子なので、口に

した瞬間は当然、甘みがあるのだが、

かみしめるとそれぞれの野菜の味が

しっかりと感じられるのが特徴だ。ド

ライフルーツとは違って食感はみずみ

ずしく、打木赤皮甘栗かぼちゃならば

ねっとりと、加賀れんこんならばシャ

キシャキといった具合に野菜本来の歯

触りが楽しめる点も独特と言える。

　平成 23 年 11 月に店舗をオープン。

希少なブランド野菜を使う上、手間

暇をかけて手作りしているため、1 箱

580 ～ 680 円（税込み）とリーズナ

蜜菓子
野菜本来の味や色、食感を楽
しめる蜜菓子。白山水系の地
下水と砂糖だけで作られる。
砂糖は商品ごとに 4 ～ 5 種類
を使い分けたり、ブレンドし
たりする。着色料や保存料は
一切使わない。賞味期限は 1
～ 2 カ月ほど。製造には短い
もので 10 日、長いものでは
2 週間を要する。

手間暇かけて作る
地元野菜の蜜菓子

菜菓匠 奈加川
（ビー・オー・エス食品）

CASE 03

菜菓匠 奈加川
［（株）ビー・オー・エス食品］

野々市市上林 5-12  TEL. 076-294-3088
　● 代 表 者 中川 憲太郎
● 創 　 業 昭和 27 年
● 資 本 金 500 万円
● 従業員数 400 名（パート・アルバイト含む）
● 事業内容 蜜菓子の製造、販売など
　http://mitsugashi.com

活性化ファンド採択メニュー
・平成 24 年度　産業化資源活用事業（商品開発・事業化支援）
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ブルな価格とは言えないが、贈答用と

して人気があるほか、地元で開かれる

茶会でもしばしば使われている。北陸

新幹線の開業後は観光客が金沢土産と

して買い求めるようになり、販売量も

格段に伸びた。

味も色も付けない

　食品製造を手がける会社を経営する

中川憲太郎社長は、蜜菓子の商品化に

乗り出したきっかけについて次のよう

に話す。

　「仕事柄、地元の食材をいろいろ扱

うのですが、若い方や観光客が加賀野

菜を購入することは少ないように思い

ます。でも、クオリティーが高く、特

徴のある野菜ばかりですから、もっと

多くの人に知ってもらいたい。加賀野

菜の中には 1、2 軒の生産農家が支え

ている品目もありますが、消費が増え

れば、そうした状況にも歯止めがかけ

られるかもしれません。スーパーで加

賀れんこんと他県産のレンコンが並ん

でいたら、ちょっと高くても加賀れん

こんを買う。そんなマインドを持つ人

を増やすことができればと考えたので

す」。

　商品開発にあたっては、野菜が持つ

魅力を消費者に伝えたいと「味を付け

ない」「色を付けない」ことをコンセ

プトとした。さらに、思いを込めた贈

答品として使ってもらえば、加賀野菜

のイメージアップに役立つと考え、「常

温で日持ちする」ことも条件に加えた。

これらを満たすものとして最終的にた

どりついたのが蜜菓子だった。

　

野菜ごとにレシピを開発

　実際に蜜菓子を完成させるには約 2

年を要した。野菜や果物を砂糖に漬け

込むという文化は日本各地で見られ

る。しかし、同じ作り方では、野菜の

魅力である色や香り、みずみずしさが

失われてしまうため、オリジナルのレ

シピを考え出す必要があったからだ。

　同社では老舗菓子店出身の社員に意

見を求めたほか、文献を調べるなどし

て、加熱や仕込みの方法、漬け込む時

間や糖度、砂糖の種類や割合などを

変えながら、何度も試作を繰り返し、

野菜ごとに最適なレシピを開発して

いった。

　例えば、野菜を漬け込む蜜の糖度を

数日間かけて少しずつ上げていくこと

で、急激に野菜から水分が抜け出るの

を防ぎ、みずみずしさを維持している。

加熱するにしても、ゆでたり、むした

りするほか、ゆでる際にも沸騰させた

り、させなかったりと細かく調整する。

　さらに、同じ野菜でも収穫される時

期や年によって、水分量など品質は微

妙に違うため、調理する際は条件を微

妙に調整することで、仕上がり具合を

そろえているという。

気に入ればネット通販で

　平成 25 年 11 月には活性化ファ

ンドの助成金を活用してオンライン

ショップを整備。土産として持ち帰り、

味を気に入った県外のリピーター客ら

が多く利用している。

　トップページには野菜の写真が大き

く掲載され、一見すると青

果店のような雰囲気で、中

川社長はその狙いについて、

「あくまでも地元の野菜を

知ってもらうことが目的で

すから、オンラインショッ

プも和菓子店とは違うイ

メージで作りました」と話

す。こうした思いは野菜の

イラストを大きく配しただ

けというシンプルなパッ

ケージデザインにも反映さ

れている。

　蜜菓子の今後について中川社長は、

「決して金沢を代表する和菓子にしよ

うと考えているわけではない。作る人

も売る人もミニマムで継続していきた

い」と話す。欠品することもあるが、

無理に増員するなどして生産量を増

やすつもりはなく、細く長く売れ続け

る商品として育てていこうというわ

けだ。

　もっとも、「素敵な野菜を作る農家

さんがいればぜひ分けてほしい」（中

川社長）とラインアップの充実には積

極的に取り組む考えで、これからも蜜

菓子を通して、加賀野菜をはじめとす

る地元産野菜の普及に一役買おうと意

欲を燃やしている。

ひがし茶屋街の一
角にある店舗。築
80年ほどの町家を
リノベーションし
て活用している。

蜜菓子を通じて地元
野菜の魅力を発信す
る中川憲太郎社長。

「うちの蜜菓子は野
菜が嫌いな人は食べ
られないかもしれま
せん。でもそれでい
いんです」。

成功のエッセンス

■ 加賀野菜など地元ならではの素材をセレクト

■ 野菜本来の味、色、風味を生かした菓子作り

■ オンラインショップでリピーターを獲得
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衣類と一緒に
洗濯するだけで
気になる臭いを
除去する特殊な布

3年で8万枚を販売
　

　洗濯物に残りやすい加齢臭や汗の臭

い、部屋干しした際に気になる生乾き

の雑巾のような臭い。こうした臭いを

除去してくれるのが、ウーブンナック

が開発した洗濯用消臭織り布「デタッ

チ・ウォッシュ」だ。

　デタッチ・ウォッシュは消臭機能を

持った 2 種類の糸で織ったはがきサ

イズの布である。使い方は簡単で、衣

類と一緒に洗濯機の中に入れて洗うだ

け。すると洗濯している最中に、水中

に浮遊する臭い成分を吸着、中和し、

洗濯物に臭いが残るのを防いでくれ

る。使い終わった後は乾かして再利用

することが可能で、1 日 1 回の使用で

2 カ月間、効果が持続する。化学物質

や薬品を含んでいないため、他の洗濯

物を色落ちさせたり、傷めたりするこ

とはなく、子どもやアレルギー体質の

人も安心して使用できる。

　平成 26 年に地元に本部を置くコメ

ヤ薬局から販売をスタートし、その後

は東北から九州に至るまでのドラッグ

ストア、ホームセンター、スーパーなど

にも販路が拡大。これまでに累計 8 万

枚を販売するヒット商品となっている。

酸性臭もアルカリ臭も中和
　

　発売前にはモニター調査を実施し、

その結果、洗濯後の嫌な臭いが気にな

る人の 95％が効果を実感。購入者に

はリピーターが多数を占める。

　では、どのような仕組みで洗濯物か

ら嫌な臭いが消えるのだろうか。衣類

に付着している臭いの成分は洗濯中、

洗剤の効果によっていったんははがれ

落ちるが、一部は再付着してしまい、

これが臭いの原因となる。デタッチ・

ウォッシュを入れると衣類からはがれ

落ちた臭いの成分を特殊な技術によっ

て消臭機能を持たせた糸が吸着、中和

してくれるので、臭いがなくなるとい

うわけだ。

　臭いの成分には酸性のものとアルカ

リ性のものがあり、どちらにも対応で

きる点も特徴と言える。例えば、酸性

臭の代表が履き終えた靴下からする臭

いで、その原因はイソ吉草酸という物

質だ。デタッチ・ウォッシュには酸性

臭を消臭する糸とアルカリ臭を消臭す

る糸がバランス良く配合されているた

め、衣類に付着しているさまざまな臭

いに対応できる。

　また、部屋干しした際に生じる嫌な

臭いの原因はモラクセラ菌だ。これは

決して特別な菌でなく、人の口や鼻に

も存在する菌で、洗濯物に付着した皮

脂や角質を餌として増殖し、ふんのよ

うなものを出すと臭いが出る。デタッ

チ・ウォッシュでは皮脂や角質を絡め

取って、原因菌の増殖を抑えると同時

に、糸の抗菌力によって、商品自体で

繁殖することも防いでいる。

消臭糸の配合に工夫
　

　洋服の襟元などに付いている織り

ネーム（ブランドタグ）を製造する同

社が、デタッチ・ウォッシュを開発し

たいきさつについて、西弘三社長は次

のように話す。

　「アパレルの仕事は気候に大きく左

右されます。例えば、冬に向けてどれ

だけいい商品を仕込んでいても、暖冬

のため、山のように在庫が残る年もあ

県工業試験場での実験
の様子。アンモニア溶
水とアンモニアに赤く
反応する薬品を入れて
15 分間、かき混ぜると
デタッチ・ウォッシュ
を入れたビーカー（左）
はアンモニアが除去さ
れて透明になった。

脱アパレル、自社ブラン
ドの確立を目指し、「デ
タッチ・ウォッシュ」な
どの商品開発に精力を注
ぐ西弘三社長。

ウーブンナック
CASE 04

成功のエッセンス

■ 潜在的な消臭ニーズに応える商品開発

■ 糸の配合や織り方を工夫し性能をアップ

■ 県工業試験場で科学的に効果を実証

活性化ファンド採択メニュー
・平成 26 年度　産業化資源活用事業（商品開発・事業化支援）
・平成 29 年度　産業化資源活用事業（商品開発・事業化支援）
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り、売り上げのアップダウンが激しい

のが悩みです。そのため、アパレル以

外の分野でも経営の柱を作りたいので

す。加えて、自社ブランドの商品を世

に送り出したいとの思いもありまし

た」。

　こうした考えから同社ではホルムア

ルデヒドを吸収、分解する布など、さ

まざまな機能性素材の開発、発掘に取

り組み、その中の一つとしてライセン

ス供与を受けたのがデタッチ・ウォッ

シュに使用している消臭糸だった。こ

の糸は空気中の臭いを除去してくれる

との触れ込みだったが、ウーブンナッ

クの社員が試したところ、水中でも効

果があることが分かり、商品化に乗り

出した。2 種類の糸の配合バランスや

織り方について研究を重ねたほか、県

工業試験場に協力を仰いで消臭効果に

対する科学的データを集め、2 年をか

けて発売に漕ぎ着けた。

交換時期を知らせる機能も
　

　販路開拓には活性化ファンドの助成

金を活用した。展示会への出展、フリー

ペーパーへの広告出稿のほか、九州・

四国で約 240 店舗を展開するドラッ

グストアモリ（福岡県）など、人脈を

活用した営業活動で取引先を増やして

いった。パネルやポップなど店頭用の

販促ツール、パッケージの改良などに

も助成金が役立った。

　アパレル分野に比べれば、売り上げ

はまだまだだが、今後は交換時期に

なったらデタッチ・ウォッシュの一部

の色が変わるように改良する。また、

平成 29 年度に再び活性化ファンドの

採択を受け、2 種類の糸の配合を工夫

し、汗の臭いの消臭に特化したスポー

ツタイプを開発するなどして、「小さ

くても鶴来から自社ブランドを発信し

ていきたい」（西社長）と意欲を燃やす。

　さらに、西社長は「今の時代、停止

は衰退を意味する。常に新しいことに

チャレンジしなければ生き残っていけ

ない」と話し、睡眠時無呼吸症候群の

患者が治療時に顔に装着するマスクの

固定用具として消臭、抗菌、接触涼感

といった機能性を持たせたベルトを試

作するなど、“ 脱アパレル ” を目指し、

商品開発を続けている。

睡眠時無呼吸症候群の治療用マスク。ウーブンナックでは
黒いベルト部分の改良を手がけている。

デタッチ・ウォッシュ
洗濯物に残る汗の臭いや加齢臭、
部屋干しした際の嫌な臭いなどを
取り除いてくれる洗濯用消臭織り
布。繰り返し使えて、4、5 人家
族の家であれば、1 日 1 回の使用
で、2 カ月間、効果が持続する。
ドラッグストアやホームセンター、
スーパーなどで販売している。1
箱 1 枚入りで 630 円（税別）。

ウーブンナック（株）
白山市鶴来本町 4 丁目リ 72
TEL. 076-272-0870
　● 代  表  者 西 弘三
● 設　　立 昭和 43 年 1 月
● 資  本  金 1,000 万円
● 従業員数 12 名
● 事業内容 織りネーム、
 機能性素材の製造
　http://www.wovenac.com



化した。

　さくら小皿、さくら豆皿を中心に売

れ行きは好調で、今年度は過去最高の

売り上げを見込んでおり、生産が追い

つかない状況が続いている。

IT駆使して形を検証
　

　試作開発や各種展示会などへの出

展、販促用のカタログ制作などには、

活性化ファンドの助成金を活用した。

　開発にあたっては、3D で製品の

形状を作成するモデリングソフトを

駆使。同社ではこのソフトを使って、

窪みの形状や桜の花の見え方をコン

ピューター上でシミュレーションする

ことで、ローコストでスピーディーな

商品開発に成功した。

　さらに、近年では 3D プリンターを

導入。モデリングソフトで作成した

データを使って、3D プリンターで試

作品を作り、サイズ感や口当たり、手

にしたときの感触などを確かめ、開発

期間やコストの低減、精度の向上につ

なげている。

　一方、販路開拓に向けては東京イ

桜がぱっと花開く九谷焼の小皿
デザイナーの感性生かし商品化

エイジデザイン
CASE 05

活性化ファンド採択メニュー
・平成 24 年度　産業化資源活用事業（小規模企業支援）
・平成 27 年度　産業化資源活用事業（商品魅力向上支援）

今期の売り上げは過去最高
　

　エイジデザインでは、工業製品をは

じめとするプロダクトデザインからパ

ンフレットやロゴなどのグラフィック

デザインまで、幅広いフィールドでデ

ザイン業務を手がけている。そんな同

社が初のオリジナル商品として、平成

24 年に開発したのが「hiracle（ひら

くる）さくら小皿」だ。

　九谷焼の丸い小皿の中に窪みをつけ

た形状で、醤油やオリーブオイルなど

を注ぐと、液面が桜の花の形に浮かび

上がるという趣向が凝らされている。

九谷焼と言えば上絵が特徴だが、あえ

て絵付けを施さず、独自のアイデアに

よって新たな魅力を引き出した。

　その後、さくら小皿にぴったりと収

まる形で薬味皿として使える「さくら

豆皿」、桜の花びらをかたどった「さ

くら箸置き」とラインアップを拡充。

平成 27 年度には、スープなどをすく

うほか、一口サイズの料理を盛り付け

る器としても使える「さくらレンゲ

皿」、レンゲ皿の受け皿や醤油皿など

として使う「さくら花びら皿」を商品

さくら小皿／さくら豆皿
調味料などを注ぐと桜の形が現れる
さくら小皿（1 枚 1,728 円／税込み）
と薬味などを入れるさくら豆皿（5 枚
4,860 円／税込み）。それぞれホワイ
ト、ピンク、ブルーの 3 色を展開する。
豆皿が小皿の中にすっぽりと収まる
デザインになっていることもあって
セット販売が人気。自家用としては
もちろん、結婚式の引き出物など、
ギフト用に買い求める人も多い。

10



上絵こそ施されてい
ないがさくら小皿を
はじめとする hiracle
シリーズは九谷焼の
伝統的な制作工程を
へて生み出される。

販 路 の 確 立 を 目 指 し て
hiracle シリーズを開発した
稲垣揚平社長（右）とロゴ
やパッケージ、カタログな
どのデザインを手がけた堀
美千代さん。

11

ンターナショナル・ギフト・ショー、

rooms（ルームス）、インテリア ライ

フスタイルといった展示会に毎年のよ

うに出展。その結果、西武や伊勢丹、

大丸、松屋といった百貨店のほか、セ

レクトショップ、羽田空港内のショッ

プなどに販路が広がり、アメリカや台

湾、中国、オーストラリア、マレーシ

ア、イタリアなど海外への販売実績も

増えている。

販路と直接つながりを
　

　ところで、デザイン会社である同社

がものづくりに取り組んだのはなぜだ

ろうか。その理由について稲垣揚平社

長は次のように話す。

　「私たちは、お客様のニーズに添っ

て商品をデザイン、開発します。しか

し、デザイン性に優れた商品ならばす

ぐに売れるのかと言えば決してそうで

はなく、その商品にふさわしい販路が

重要です。販路がないばかりに商品

が売れず、デザインへの投資が回収で

きないとなれば、せっかく開発した

商品も製造が打ち切られ、デザイナー

に新たな依頼をすることもないでしょ

う。それではお互いにとってマイナス

です。そこで、私たちデザイナーが販

路と直接つながっていれば、開発した

商品をスピーディーに市場に投入でき

ると考えました。そのために企画した

のが hiracle シリーズなのです。もの

余りの時代の今、作るだけでは十分と

は言えません。いかに流通させること

ができるかに勝負が掛かっているので

す」。

　つまり、同社にとってオリジナル商

品とは、目的ではなく、あくまでも販

売に必要なネットワークを構築するた

めの手段というわけだ。そして、さく

ら小皿の発売からおよそ 6 年がたち、

稲垣社長の当初の狙い通りに百貨店や

問屋、商社などへと、販路が着々と広

がっている。

バイヤーと企業をマッチング
　

　実際、稲垣社長は hiracle シリーズ

の販促活動で得たネットワークを、

メーカーから依頼を受けてエイジデザ

インが開発に携わった商品の流通にも

生かしている。

　例えば、同社が展示会に出展する際

には、hiracle シリーズだけでなく、依

頼されて開発した商品も展示。付き合

いのあるバイヤーらに案内状を送るな

ど、PR に努めており、取引につなが

るケースもある。

　昨年 9 月、ISICO の支援を受けてギ

フト・ショーに出展し、さくら小皿の

大口受注を獲得した際には、発注元の

大手バイヤーが窯元を視察するのに合

わせて、県内のものづくり企業数社の

視察をコーディネート。バイヤーとも

のづくり企業を直接つなぐ機会も演出

する。確かに、デザイナーがこうした

役割を果たすことができれば、販路を

持たないものづくり企業にとっては

心強いサポートと言えるだろう。

　「hiracle の成果はデザイン戦略に

よって得られたもの。ものづくり企業

には、ぜひデザインを経営資源として

活用してほしい」と話す稲垣社長。今

後も hiracle シリーズをさらに進化さ

せると同時に、この実績をアピール

して、ものづくりにデザインを取り

入れる企業を増やしていきたいとして

いる。

成功のエッセンス

■ デザイン戦略を導入した商品プロデュース

■ オリジナル商品を販路開拓の手段として活用

■ 販路を生かし、ものづくり企業の拡販をサポート

エイジデザイン（株）
金沢市広坂 1-2-32 北山堂ビル 4F
TEL. 076-222-0023
　● 代  表  者 稲垣 揚平
● 創　　業 平成 17 年 1 月
● 資  本  金 500 万円
● 従業員数 3 名 
● 事業内容
　 工業製品・クラフト・産業機械の
　 デザイン、グラフィックデザインなど
　http://www.agedesign.co.jp
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ゲームのプロが愛用する
高性能なマウスパッドを開発

出荷数が3倍に増加
　

　ジャガード織の織りネーム（ブラン

ドタグ）を主力とする出口織ネームは、

顧客のニーズに合わせてさまざまなオ

リジナル商品を開発している。中でも、

同社の優れた技術によって誕生したマ

ウスパッドは、プロやゲーム愛好家の

間で高評価を得ている。

　近年、シューティングゲームをはじ

めとした複数のプレーヤーで対戦する

コンピューターゲームは、世界大会が

開催されるほど人気があり、e-Sports

（エレクトロニック・スポーツ）とし

てオリンピック種目への採用も検討さ

れている。勝利に向け、プレーヤーが

こだわるアイテムの一つが高性能なマ

ウスパッドだ。

同社の布製マウスパッド

「疾
は や て

風」は、ゲーム用マウ

スパッドを世界に向けて

販売する「A
アーティサン

rtisan」（兵庫

県）と共同開発した。マ

ウスの素早い操作が必要

なゲームに対応できるよ

う「速く動かす」「軽く滑

る」「正確に止める」の 3

つの性能を高いレベルで

実現。また、素早くマウ

スを動かすとセンサーが

正確にパッドを読み取れ

ないことで動作不良を起

こす「トラッキング不良」

を他社製品よりも低く抑

えた。

　疾風は、平成 26 年から Artisan の

ホームページや大手通販サイトなどで

販売を開始した。他社製品より値段は

高いものの、購入したユーザーからは

「初速が速く、滑らか」「マウスが止め

たい時に止まる」と評判がよく、口コ

ミで販売数が徐々に伸びていった。

　また、同年の東京ゲームショウでお

披露目したところ、パソコン製品を扱

う量販店のバイヤーや卸問屋の目にと

まり、実店舗での取り扱いも拡大した。

出荷数は現在、初年度に比べて約 3 倍

に増えているという。

動作不良を徹底的になくす
　

　これまで出口織ネームでは、マウス

パッドを製作した経験はなかったが、

Artisan からの依頼を受け、「織れるも

のならば何でも織ってみる」という

モットーの下、開発にチャレンジした。

特に苦労したのがトラッキング不良

だ。マウスのセンサーは、マウスパッ

ドの布の縫い目が規則的だと、縫い目

の違いを認識できず、マウスが移動し

たと感知できないことがある。そこで、

糸の太さや撚
よ

りに違いをつけたり、縫

い目をランダムにしたりするなど工夫

し、でき上がった生地は、実際にマウ

スを動かしてテストした。試行錯誤の

結果、不良率は徐々に改善し、約 1％

にまで抑えることに成功した。

　その後、マウスの滑り具合をより

滑らかにし、止めやすくした「疾風

乙」を商品化。出口勉社長は「膨大な

データの元に布製マウスパッドは完成

した。糸の選定から織りパターンのプ

ログラミングまで考え抜いた生地であ

り、他社が同じ物を作ることは不可能」

と出来栄えに自信を見せる。

100通りの模様が織れる
　

　1 枚の生地の中で「織りパターンを

細かく変更できる」というマウスパッ

ドで培った技術は、その後、多品種少

量生産で力を発揮した。

　例えば、平成 27 年からサービス

を開始した池上實相寺（東京都）の

「商品化までは長い道の
りだったが、苦労した
分、新たな技術を蓄積
することができた」と
語る出口勉社長（右）
と狭間則宏さん。

出口織ネーム
CASE 06

成功のエッセンス

■ 無理だと考えずにまず挑戦する

■ 妥協せずに最後までやり遂げる

■ 顧客の要望に応えられる技術を磨く

活性化ファンド採択メニュー
・平成 25 年度　産業化資源活用事業（商品開発・事業化支援）
・平成 29 年度　産業化資源活用事業（商品開発・事業化支援）

写真上）織りパター
ンの試作データ。ト
ラッキング不良の解
消は動作確認する人
の努力なしでは実現
しなかった。

写真下）さまざまな
国の機械を組み合わ
せて独自に生み出し
た織機。
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「OMAMO（おまも）」は、オーダーメ

イドできるポップでかわいいお守りと

して話題を集めている。願いや悩みに

合わせて同寺が絵柄を選び、購入者が

色を決める。お守りの上下で絵柄と色

が一人一人異なる注文に対応してい

る。また、パナソニックが採用した布

製自動認識コード「カラービット ®」

では、認識に必要な色糸で多彩なデザ

インを表現している。

　このような商品を受託生産できるの

は、同社に 1 枚の生地を縦横 10 のエ

リアに分けて、100 通りの模様を織る

技術力があるからだ。出口社長は「培っ

てきた技術が時代にマッチしてきた。

今後もニーズは増えていくだろう」と

話す。

機能性製品の開発に着手
　

　さらに、同社では、平成 28 年にレ

ピア織機を導入したのを機に、活性化

ファンドを利用して新たな機能性製品

の開発に取り組んでいる。この織機は、

今まで使えなかった糸を使用できるこ

とから、現在はさまざまな糸を試して

商品化を模索している段階だ。一例を

挙げれば、大手繊維メーカーの超極細

糸で、メガネやスマートフォンのガラ

ス面を拭くクリーナーの開発を検討し

ている。

　もちろん、マウスパッドの新規素材

についても、あらゆる角度から研究を

重ねており、さらに操作感に優れた商

品の開発に余念がない。同社の狭間則
宏さんは「2024 年のパリオリンピッ

クに e-Sports が競技として採用されれ

ば、オリンピックを目指すゲーム愛好

家は爆発的に増えると予想される。大

手メーカーが参入を本格化する前に、

マウスパッドのブランド力を強化して

おきたい」と強調する。

　同社の強みは、さまざまな機械を組

み合わせて新たな生地を生み出す技術

力と、自ら考えて困難に挑む社員がい

ることだ。この 2 つの武器を手に、こ

れからも同社は、石川の地から織物の

イノベーションを起こしていく。

マウスパッド「疾
はやて
風」　

ゲーム専用のマウスパッド（2,980
円～／税込み）。出口織ネームだから
実現できたパッドの表面は、ゲーム
愛好家の間で「マウスの操作性を劇
的に変えた」と言われるほど。ゲー
ムでの利用だけでなく、長時間、マ
ウスを使うユーザーからも支持され
ている。

（株）出口織ネーム
白山市鶴来本町 4 丁目チ 25 番地
TEL.076-272-3232
　● 代  表  者 出口 勉
● 創　　業 昭和 25 年 5 月
● 資  本  金 1,000 万円
● 従業員数 13 名
● 事業内容 ジャガード織物の
 製造・販売
　https://www.doname.co.jp
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毎年、10 月から 3 月にかけてイ草を選別機に
かけて長さごとに分け、自動織機で畳表を織り
上げていく。

北限の国産イ草を
新しいカタチで
より身近に

宮本農産
CASE 07

活性化ファンド採択メニュー
・平成 25 年度　農商工連携事業（ビジネスモデル構築支援）

小松イ草の縄と敷物
イ草が発する芳香成分にはリラック
ス効果があり、じめじめする季節に
は湿気を吸い、乾燥する季節にはほ
どよい湿気を放出する。昔ながらの
天然の泥染めで、耐光性に優れ、色
があせにくいのも特徴だ。

畳表と異なる新たな用途
　

　畳表の材料となるイ草の産地の中

で、北限となるのが小松市だ。小松で

は、約 550 年前にイ草の栽培が始まり、

昭和 30 年代まではイ草を生産する農

家が約 1,400 軒もあったが、現在では

宮本農産が唯一となった。その宮本農

産が、平成 25 年に活性化ファンドの

助成金を活用して開発したのが、畳表

にならない規格外のイ草を用いた「イ

草縄」と、畳表を有効活用した「敷物」

である。

　イ草と麻糸をより合わせた「イ草縄」

は園芸用で、丈夫なだけでなく青々と

したイ草の美しい光沢が特徴だ。平成

27 年からは兼六園で台風接近時に園

内の木を固定するために使用されてい

る。ちなみに、その隣、金沢城公園玉

泉院丸庭園にある玉泉庵の畳も小松イ

草を編んだ小松畳だ。

　「敷物」は 37 × 26 センチメートル

の大きさで、ランチョンマットとして

使えるだけでなく、和のしつらいを演

出するコンパクトなインテリアにもな

る。いずれも、これまでの畳表とは違

うイ草の利用法であり、新たな販路を

切り開くきっかけになった商品だ。

規格外品を商品に再生
　

　宮本農産がこれらの商品を開発した

理由は大きく二つある。

　一つは小松イ草やイ草に消費者が触

れる機会や知るきっかけを増やしたい

という思いである。畳敷きの和室は

減っているが、現代の生活スタイルに

合わせ商品を開発することで、イ草の

魅力を伝えようというわけだ。そのた

め同社では畳や家具の製造会社、フラ

ワーコーディネーターやデザイナーと

連携して「小松イ草拡大プロジェクト」

を結成。活性化ファンドで開発した以

外にも、洋間に敷けば簡単に畳コー

ナーを作ることができる「置きたた

み」、ベンチのように腰掛けられる「畳

ベンチ」などを商品化し、イ草の普及

と新市場の開拓に力を注いでいる。

　もう一つは、規格外品の小松イ草

だ。宮本農産が毎年収穫するイ草は
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約 6,500 キログラムに及び、このうち

畳表の材料として使えるのは長さ 105

センチメートル以上のものだけで、そ

の歩留まりは 75 ～ 80％にとどまる。

規格外品のうち、長さが 80 センチメー

トル以上あるものは菓子を包装するひ

もとして和菓子店に卸しているが、そ

れでも大量に残ってしまう。そのため、

残りは、倉庫に保管して乾燥させた後

に細かく刻み、堆肥として田んぼや畑

にすき込むのだが、1,000 キログラム

を超えるため、一連の作業は家族経営

の宮本農産にとって大きな負担となっ

ていった。

　さらに、畳表の歩留まりもイ草とそ

う変わらず、完成した畳表に傷や虫食

いのあるイ草が折り込まれていると、

それだけで商品としての価値がなくな

る。「敷物」は、この畳表のうち、傷

や虫食いのない部分を使って商品化し

たわけだ。

渋谷で開かれたイベントで脚光
　

　販路開拓のきっかけとなったの

は、渋谷ヒカリエ内のミュージアム

「d47 MUSEUM」が平成 26 年 12 月

から開催した企画展『P to P STORE 

Problem to Product Exhibition Store 

-47 都道府県の地域問題から生まれた

製品 -』への出展だった。宮本農産の

ホームページが主催者の目に留まり、

出展依頼が舞い込んだのだ。

　企画展には、「小松イ草拡大プロジェ

クト」として出展し、そこで展示した

イ草製品が “ 日本の北限 ”“ 小松市で最

後のイ草農家 ”“ 伝統を継ぐため就農し

成功のエッセンス

■ 規格外の原料を使い新商品開発

■ 東京のイベントで注目集め、知名度アップ

■ PR イベントを自主開催

宮本農産
小松市白江町タ 413
TEL. 0761-22-4696
　● 代  表  者 宮本 健一
● 創　　業 大正初期
● 従業員数 5 人
● 事業内容 イ草の栽培、畳表の製造、
 米の栽培・販売
　https://komatsuigsamiyamoto.jimdo.com

た 20 代の代表 ” といったストーリー

性から大きな注目を集めた。

　これを契機に業界紙だけでなく、全

国紙、雑誌でも宮本農産と小松イ草が

たびたび取り上げられるようになり、

問い合わせと視察が一気に増えた。出

展前の秋に始めたイ草刈り取り体験

も、翌年は業界関係者の参加が地元の

参加者の倍になったほどだ。

　平成 27 年 11 月には、小松サイエ

ンスヒルズでイ草の魅力を PR する「小

松イ草フェア」を開催し、和田愼司小

松市長も参加するなど、地元での知名

度も上がってきている。

現状は厳しくても続けたい
　

　現在、「イ草縄」は年間 800 キログ

ラムを製造、売り上げも右肩上がりに

伸び、これまでならば廃棄するしか

なかった規格外のイ草が新たな収益

源となっている。イ草関連

商品が収益に占める割合は

20％ほどに拡大し、事業の

柱として成長しつつある。

「米に比べてイ草は栽培に手間がかか

る上、機械化も遅れていて生産性が非

常に悪いんです。そんな中でもイ草を

続けているのは、一度途絶えると復活

は難しいためで、先人たちがつないで

くれた伝統をしっかりと守っていきた

いと思います」（宮本健一代表）。

　農機メーカーが撤退を検討するな

ど、イ草業界の見通しは厳しいが、そ

れでも宮本代表は、「ホームページの

活用やイベントの開催など、業界が取

り組んでこなかったことは多いし、栽

培や製造工程でもまだ工夫できる余地

はあります」と前向きに話す。新商品

が好調とはいえ、小松イ草をどのよう

に残していくか、宮本代表の今後の取

り組みに期待したい。

写真上）「イ草は米との二毛作
ではなく、栽培は 2 年がかりと
効率は悪いが、地域に残してい
くためにも生産を続けていきた
い」と話す 5 代目イ草農家の宮
本健一代表。

写真左）小松サイエンス
ヒルズで開催した小松イ
草フェア。茶室や畳の製
造工程、加賀藩 3 代藩主
前田利常が生産を奨励し
た歴史などを紹介した。

写真右）渋谷ヒカリエの
d47 MUSEUM で 展 示
されたイ草製品。畳表や
縄のほか、ベッドや置き
たたみも出展した。



「vivo（ヴィーヴォ）」は音楽で使
われる速度記号の一つ。“ 活発に ”
という意味があり、タイトルには、
活性化ファンドを利用した県内企
業の取り組みがより活発になって
ほしいとの思いを込めています。

表紙写真●金沢大地が有機米と有機大麦の麦芽だけを原料に作った
「オーガニック米あめ」。とろりとした水飴のような柔らかさで、その
まま食べるのはもちろん、砂糖に代わる調味料としても重宝する。詳
しくは 2 ～ 3 ページをご覧ください。
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「売り上げが伸びて、業績アップにつながった！」
「企業の成長を支える主力商品に育った！」
「新分野に挑戦し、事業の新たな柱ができた！」
活性化ファンドの支援を受けた
県内中小企業の取り組みの中から、
モデル事例をピックアップ！

●  活性化ファンドに関するお問い合わせ

（株）金沢大地［ 金沢市 ］

県産有機農産物を原料とした健康志向食品
（グルテンフリー、ダイエット食品）の開発
と国内外販路開拓

（株）サンライフ［ 能登町 ］

「能登地どり」の卵や肉を使った菓子、レト
ルト食品の開発

菜菓匠 奈加川
［（株）ビー・オー・エス食品］［ 野々市市 ］

加賀野菜の『味・色・みずみずしさ』を残し
た蜜菓子等の販売

ウーブンナック（株）［ 白山市 ］

日本初洗濯後の嫌なにおいが消える洗濯用
消臭織り布の改良および販路開拓事業

エイジデザイン（株）［ 金沢市 ］

デザイナーがプロデュースする、感性価値
あふれるテーブルウェアの開発

（株）出口織ネーム［ 白山市 ］

素早く動き、ピタリと止まる、世界一快適
なマウスパッドの開発

宮本農産［ 小松市 ］

「小松イ草」を活用した商品開発および販路
開拓

（公財）石川県産業創出支援機構［ ISICO ］  

〒 920-8203　石川県金沢市鞍月 2 丁目 20 番地
石川県地場産業振興センター新館
TEL. 076-267-1001  FAX. 076-268-4911

www.isico.or.jp


