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奥能登で奮闘する3社に注目！ 

独自性あふれる商品開発と
ネットの有効活用で活路開く

（公財）石川県産業創出支援機構  Ishikawa Sunrise Industries Creation Organization

 vol.99

ふくべ鍛冶（能登町）が開発した「サザエ開け」（右上）。
左下にあるのは金属用 3D プリンターで作った治具で、
針の曲がり具合をチェックするために使用する。社名に
ちなみ、「ふ」の形になっている。詳しくは巻頭特集を
ご覧ください。               　　   【表紙撮影／黒川博司】
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巻頭
特集

現代はモノ余りの時代と言われる。そんな中で激しい競争を勝ち抜いていくた
めには、価格はもちろん、独自性や希少性、機能性といった部分で差別化を
図ることが重要だ。同時に販売促進に向けては、的確に情報を発信するイン
ターネット戦略も重要性を増す。そこで今回の特集では、県内でもとりわけ過
疎化が進んでいる奥能登地区で奮闘し、成果を挙げている経営者やその後継
者の商品開発やネット活用術にスポットを当てる。

ネットで動画を公開し、
使いやすさをPR

　能登の里山里海で働く人々
が使う道具を100 年以上にわ
たって作り続けるふくべ鍛冶。
その 4 代目である干場健太朗
さんが活性化ファンドを活用し、
地元の鮮魚店と協力して開発し
たのが「サザエ開け」だ。
　これは貝殻の中に針を差し込
んで貝柱を切り、サザエの身を
取り出すための専用の道具であ
る。ステンレス製の針は貝殻の
形状に合わせて絶妙な角度で
曲げられており、コツをつかめ
ば、誰でもわずか 5 秒で肝の部
分まできれいに取り出すことが
できる。従来は市販のスプーンの
柄を曲げたものを使って力尽く
で引っ張りだしたり、金づちで
殻を割ったりすることが多く、ど

ちらのやり方も一つ取り出すのに早
くても20 秒ほどを要していた。
　サザエ開けは平成28 年10月に
発売し、鮮魚店や料理店、水産加
工会社、漁業関係者などに年間
100 本ほどを販売。平成 29 年に
ISICO のネット活用セミナーを受講
後、素早く簡単にサザエを取り出
す様子を紹介する動画を同社サイ
トのランディングページ※に組み込
んでからは、インターネットを通じ
た注文が急増している。
※サイト訪問者をダイレクトに注文や問い合わ

せなどのアクションに結びつけることに特化
したページ

修理の受け付けを
オンライン化
 　大学卒業後、能登町役場に務
めていた干場さんは 3 年前、母親
が病に倒れたのを機に道具を通じ
た地域づくりをしていこうと家業に
入った。その後、来店が難しい高

独自性あふれる商品開発と

ネットの有効活用で活路開く

 5秒で身を取り出す「サザエ開け」
能登の知恵を活用して商品化

針の曲がり具合を工夫して使い勝手を向上したサザエ開け。
柄の部分に金づちの機能を備えたもの（左右：1 本 5,800
円／税別）と金づち機能等を省いた安価版（中央：1 本
3,500 円／税別）がある。特許出願中、意匠登録済み。

奥能登で奮闘する3社に注目！

鳳珠郡能登町字宇出津新23番地
TEL. 0768-62-0785

ふくべ鍛冶

http://fukubekaji.jp
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齢者のために始めたのが修理の受
け付けも兼ねた移動販売だ。3 月
下旬から11月まで毎週木曜、金曜
には町内各地を巡行し、多い時に
は 50 件以上の依頼が寄せられる。
　サザエ開けのアイデアは移動販
売を通じて身を取り出すのを得意
にしている鮮魚店と出会ったことが
きっかけで、同店と連携し、特殊な
形状の道具をさらに改良し、商品化
したのだ。干場さんは「これからも
能登の知恵を活用して商品開発す
ると同時に、これを県外に販売す

ることで地元の雇用を増やしてい
きたい」と話す。
　また、地元以外からもニーズを取
り込もうと今年4月からはオンライ
ン上で包丁修理の受け付けをスター
トする。注文があれば専用の梱包
箱を送付し、これに包丁を入れて送
りかえしてもらい修理する仕組み
で、3本以上の注文があれば 1本
1,000円（送料込み）で対応する予
定だ。まずは包丁から始め、仕組み
が確立すれば、対象を他の道具に
も広げていく。
　こうして干場さんが修理に力を入
れるのは「長く大事に道具を使う
お客様とつながるための間口を広
げ、ふくべ鍛冶のファンを増やした
い」と考えているからだ。モノがあ

ふれる時代にあって、昔ながらの鍛
冶店が存在感を発揮するため、4
代目の挑戦が続いている。

石川ブランド認定が
販路開拓の力に

　県内唯一の焼酎専門メーカー、
日本醗酵化成が平成 27 年に発売
した「能登のムし」は能登産有機
大麦を100％使用した焼酎だ。活
性化ファンドの助成金を活用して導
入した「常圧蒸留器」で仕上げてお
り、麦の香りと濃厚なうまみを楽し
めるのが特徴だ。商品名は「能登」

「麦」「焼酎」の頭文字に由来する。
　有機麦焼酎は全国的にも極めて
珍しい商品だが、焼酎と言えば九州
が本場だ。清酒どころ石川の焼酎
をどうやって売り込むかは同社が

新商品を開発するたびに直面する
課題である。その点、「能登のムし」
の販路開拓に際して大きな後押し
となったが平成 28 年度の「プレミ
アム石川ブランド製品」に認定され
たことだった。
　藤野裕之社長の長女
で夫の浩史専務とともに
経営に携わる裕子さんは

「ブランド認定で箔が付
いて酒店などに営業する
際、話を聞いてもらえる
ようになりました。このお
かげで他の銘柄も知って
いただけるきっかけになっ
ていると思います」と笑顔

を見せる。すっきりとした飲み口が
主流の麦焼酎の中で「能登のムし」
は異端とも言える味わいだが、裕子
さんは「リピーターも多く、この味
にはまる人がいる」と手応えを感じ
ており、今期の売り上げも前期比

能登産有機大麦100％の焼酎
独自の製法や歴史とともにPR

農業や漁業で使われる道具がずらりと並ぶ店内。

商品開発や販路の開拓に知恵を絞る 4 代目干場健
太朗さん。

珠洲市野々江町ア部 58 番地
TEL. 0768-82-1231

巻頭特集

日本醗酵化成（株）

http://www.noto-shochu.com

■ 代表者　　干場 勝治
■ 創　業　　明治 41年

■ 従業員数　9名（パート含む）
■ 事業内容　金物製造販売

能登ならではの焼酎造りを守り続ける藤野裕之社長（右）と長女の裕子さん。

企 業
概 要
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130％増と好調を維持している。

差し押さえられ
やむを得ず熟成

　創業者で裕子さんの祖父にあた
る公平さんは大阪帝大や広島大で
醸造学を学んだ研究者だ。戦後、
特産品を作って地元の観光振興に
一役買いたいと帰郷し、焼酎造り
を始めた。醸造学の専門家とはい
え、焼酎造りは初めてで能登杜氏
の力も借りながら試行錯誤で醸造
法を確立していった。そのため、
同社の仕込みには本場九州とは違
う部分がいくつもある。例えば、も
ろみをすぐに蒸留せず、半年間寝
かせるのもその一つだ。温暖な九
州で同様のことをすれば腐敗して
しまうが、寒冷な気候の能登では
熟成が進み、それが九州産とは違
う独特の味わいを醸し出すのだ。

　また、焼酎造りの工程にはもろみ
を搾るという作業はないが、同社
では熟成したもろみを清酒造りの
ようにひと手間かけて搾っている。
　さらに、公平さんは「売らんでい
いから、寝かせとけ」が口癖で、蒸
留した原酒の長期熟成にもこだ
わった。確かに同社のラインアップ
の中には 30年も熟成させたものが
あるのだが、その背景には次のよう
なエピソードも隠されている。
　公平さんは事業の一方、地域振
興のため政治活動にも熱心で、県
議を務めた後、参院選にも出馬した

が落選により多額の借金を抱える
ことになった。この際、原酒の入っ
たタンク数百本も差し押さえられ、
事業再開までの約30年間、やむを
得ず眠らせておくことになった。こ
れが貴重な財産となったのだ。
　ISICO のネット活用セミナーを
受講した裕子さんは、こうした製法
や歴史を自ら発信、更新できるサイ
トを新たに構築中。石川発の焼酎
の PR に役立てており、能登産大
麦の使用を他の商品に広げるなど、
独自性にこだわった焼酎造りに励
んでいく考えだ。

軽くて丈夫
価格もリーズナブル

　昭和 54 年に日本で初めて、竣
工後の住宅やビルに後付けできる

金属製ひさしを開発したのが岩井
工業所である。ステンレス鋼板や
ガルバリウム鋼板で作るひさしの
施工は、ビスやくぎで外壁に固定
した後、キャップを取り付け、防

水用のシーリング剤を充てんするだ
け。小型のタイプなら専門業者で
なくても一人で施工できる。どんな
建物でも外観のイメージを損なわ
ないようにと、デザインやカラーバリ

高温の蒸気を当てて沸騰させ、アルコール分や微量
成分を取り出す「常圧蒸留器」（右）。主流の減圧蒸留
器（左）に比べ、原料の風味が強く残る。

「能登のムし」をはじめとする商品ラインアップ。味を落ち着かせ、口当たりがまろやかになるよう、最低 3 年間は
熟成させている。

http://www.iwaikougyousyo.com

■ 代表者　　藤野 裕之
■ 設　立　　昭和 22 年 9 月
■ 資本金　　5,000 万円

■ 従業員数　8 名
■ 事業内容　本格焼酎（焼酎乙類）
 製造 ･ 販売

建物に後付けできる金属製ひさし
ネットショップが有力な販路に鳳珠郡能登町崎山 3丁目16番地

TEL. 0768-62-3345

（有）岩井工業所

巻頭特集

企 業
概 要
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エーションも豊富にそろえている。
　現在では、サッシメーカーなども
参入し、ライバルも増えたが、同社
では他社にはない強みを武器に競
争力を維持し続けている。例えば、
他社製品が複雑な造作が求められ
る部材を樹脂で作るのに対し、同
社ではすべて金属で作る点もその
一つだ。これは板金工事で培った
熟練の技術があるからできること
で、美観が向上するほか、耐久性も
アップする。
　また、内部に発泡ウレタンを充
てんするのも同社ならではで、これ
によってアルミ材などで内側を補強
するのに比べ、軽量化とコスト低
減を図っている。ちなみに同じよう
なサイズの商品で比較すると重量
は約半分、価格は 10 分の 1 程度

になることもあるという。

ウェブ上での発注
女性の個人客からも

　岩井工業所では現在、北陸 4 県
を中心に全国のハウスメーカーや
工務店、建材メーカー、リフォーム
会社などにひさしを販売している。
有力な販路となっているのがネット
ショップだ。
　同社がネット販売に取り組みは
じめたのは平成 24 年にさかのぼ
る。ホームページを通じた問い合
わせが増えてきたことから、思い
切って楽天市場とYahoo！ショッ
ピングに出店。自社サイトにも通
販機能を整備した。その後、ネッ
トショップの売り上げは右肩上がり
に上昇。同社の販路の中でネット
ショップは 2 位にランクし、ひさし
の売り上げの 15％を占めるまでに
なっている。岩井久美社長は「近
年はひさしを付けない家が増えま
したが、実際に住んでみて、雨や
日差しを遮ってくれるひさしの必要
性に気付くケースがよくあるようで、
ネットショップの利用者には女性の
個人客も多い」と話す。

　ネットショップをさらに強化しよう
と、平成 28 年度には ISICO の専
門家派遣制度を活用し、自社サイト
のSEO対策やリスティング広告の
最適化に取り組んだ。これによっ
て「ひさし」や「庇」でキーワード検
索した際、自社サイトが検索結果の
100位圏外から20位前後に表示さ
れるまでに改善された。
　平成29年度には活性化ファンド
を活用し、特殊塗装フィルムを使っ
た店舗用鋼板ひさしを東京インター
ナショナル・ギフト・ショーで PRし
た。テント生地を使ってオーダーメー
ドでひさしを作るよりも安く、耐久
性に優れる点が特徴で、来場者か
らは「店舗の設計時に採用したい」
といった声が寄せられ、岩井社長
は「今後、販促活動に力を入れたい」
と意気込んでいる。

建物に後付けできる金属製ひさしの施工例。

創業者である父の跡を継いだ岩井久美社長。ネット通販
に注力する。

特殊塗装フィルムによって店名や柄を
デザインできる店舗用鋼板ひさし。

強度アップなどのため、ひさしの内部に発泡ウレタンを
注入する作業の様子。

企 業
概 要

■ 代表者　　岩井 久美
■ 設　立　　昭和 54 年 9 月
■ 資本金　　2,000 万円

■  従業員数　7 名
■ 事業内容　ひさしなどの製造、
 屋根工事、板金工事
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売り上げの半分を占める柱に

　「col.」はプレートやボウル、トレー、キャニスター（ふ
た付きの容器）などの商品を展開する木製器のブランド
である。平成 24 年度に木目の美しさが印象的な白木の
器と鮮やかな赤色のふたをセットにした「SOJI（ソジ）」
シリーズを発売したのを皮切りに、異なる 3 色の器をボー
ダー柄のように重ねた「BORDER（ボーダー）」シリーズ、
丸みを帯びたキノコのような形が愛らしい「TRICO（ト
リコ）」シリーズなど、毎年のようにラインアップを拡充さ
せている。一見すると色や形はモダンな雰囲気だが、デ
ザインのヒントとなっているのは積み木やだるま落とし、
こま、けん玉など、日本に古くから伝わる木製玩具だ。
優れたデザイン性が評価され、平成 28 年にはグッドデ
ザイン賞を受賞した。
　「展示会で初めて SOJI を出品したときは、憧れのライ

フスタイルショップからも声を掛けていただくなど、今ま
でにないくらいお客様が興味を示してくれてびっくりしま
した」と畑学社長が話すように評判がよく、販路は日本
各地のインテリアショップや高級雑貨店に広がっている。
売れ行きも順調で、今では同社の売り上げの半分を「col.」
が占めるまでに成長している。同時に、「col.」が呼び水
となって、OEM や伝統的な漆器の注文も増えている。

効率のいい「横木取り」でコストダウン

　「漆を塗らない方がいい」。商品開発のきっかけとなっ
たのは、ある展示会でのバイヤーの一言だった。工程を
説明するために陳列していた木地のサンプルが美しかっ
たので、漆を塗る前の白木の状態でそのまま商品化した
方がよいのではとの思いを込めた言葉である。
　木地の美しさは、高度な「ろくろ挽き」の技術を誇る

木目の表情と色使いが美しい器
山中漆器の技術を生かして開発

畑漆器店が製造する器のブランド「col.（カラー）」の売れ
行きが好調だ。木目の表情をそのまま生かした器やさまざ
まなカラーリングの器で構成されており、木地は山中漆器
の伝統である「ろくろ挽

び

き」の技術によって生み出されて
いる。漆器になじみの薄い若い世代からも人気を集めるほ
か、海外の有名ブランドと共同で商品開発するなど、同社の
成長を牽引する看板ブランドとして成長している。

（有）畑漆器店
https://www.hatashikki.jp
加賀市山中温泉上原町ヨ395番地　TEL.0761-78-1149
■ 代  表  者 畑 学
■ 創　　業 昭和5年
■ 資  本  金 1,000万円

■ 従業員数　3名
■ 事業内容　山中漆器の製造・販売

3 色の器を重ねた「BORDER（ボーダー）」
シリーズ。活性化ファンドを活用し、サイ
ズ展開を充実させた。

1
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山中漆器の特
徴だ。とはい
え、木の内部
にある導管を
漆や塗料でふ
さがなければ
器としては使え
ない。山中で

はプラスチック製の器づくりも盛んで、この際用いられる
ウレタン塗料の中には無色透明なものもあるが問題が一
つあった。それは臭いである。プラスチック製の器の場
合、塗装後に高温で乾燥させることで臭いの元となる成
分が揮発する。しかし、木製品では変形したり、割れた
りしてしまうため、熱をかけられないのだ。
　この問題を何とか解決したいとの一心から畑社長が
探し当てたのが、ほぼ無臭で透明なウレタン塗料だった。
この塗料によって塗装を施した後でも白木のような状態
を維持することが可能になった。
　さらに、塗装工程は内製化することにした。従来の漆
器であれば塗り師に外注するのだが、ロットが少ない上、
特別な塗料を試してくれる職人がいなかったのだ。畑漆
器店の創業者、畑社長の祖父はそもそも塗り師だったこ
とから、社内には塗装設備が眠っており、これを活用す
ることにした。ちなみに塗装工程は現在も内製している。
そうすることで、カラフルに塗り分けたり、艶の少ないマッ
トな質感にしたりと、他社の追随を許さない独自の仕上
がりを実現している。
　また、開発にあたっては、これまで山中漆器を購入し
たことのない人でも手にとってもらえるような商品を目指し
た。そのためには手頃な価格も条件の一つである。そこ
で採用したのが「横木取り」と呼ばれる方法である。こ
れは木材の切り出し方で、山中では伝統的に輪切りにし
た木材を使う「縦木取り」を採用し、これには強度が
あり収縮しにくい長所がある。しかし、1 本の木から取
れる材料の数が少
なく、コストも高くな
るため、全国的には
横木取りが主流だ。

「col.」では横木取り
を採用し、その結果、
同じようなサイズの椀
の場合、大幅に価格
を下げることに成功
した。

海外有名ブランドとコラボレーション

　ところで、発売以降、好評を博している「col.」は海
外からも注目を集めている。これまでにアメリカやオース
トラリアなどの小売店から注文が寄せられ、取り扱いが
スタートしたほか、海外のデザイン関係の雑誌、ウェブ
サイトで取り上げられることもしばしばだ。
　また、イタリアやフィンランドの有名ブランドとダブル
ネームで限定商品を開発し、日本国内にある百貨店で販
売した実績もある。
　海外市場向けの販路開拓や商品ラインアップの拡充に
力を入れようと活性化ファンドの助成金も活用した。例え
ば、2 年連続でインテリア・デザイン市場のための国際
見本市「インテリア ライフスタイル」に出展。今年度も
出展を予定する。また、ホームページの問い合わせフォー
ムは英文を表記するようリニューアル。以降、月に 2、3
件は海外から問い合わせが舞い込んでいる。
　商品では、海外のライフスタイルに合わせ、スープや
サラダ、パスタを入れる器として使える「hachi（ハチ）」、
ワイングラスなどを載せて運ぶような「TRAY （トレー）」
を新たに開発した。大きなテーブルに料理を詰めて並べ
たいという中国人客のニーズに合わせ、大ぶりなものを
作るなどサイズ展開も充実させた。特に海外市場を意識
したわけではないが、女性有名人がSOJIシリーズの一
つに弁当を詰めてインスタグラムで紹介したところ、人気
が急上昇したため、弁当箱としてより使いやすいサイズ
を加えたケースもある。
　「“col.”には、まだまだ発展性がある。例えば子ども用
の食器やカフェなどで使う業務用の食器など、これから
も商品ラインアップを充実させたい。外国人にも喜ばれ
ているので、国内はもちろん、海外でもアピールしていき
たいし、これをきっかけに山中漆器を手に取ってほしい」
と畑社長。「col.」がどのように広がっていくのか。今後
の展開が楽しみだ。

鮮やかな赤色が印象的な「SOJI」シリーズとふたとしても使える
茶托と茶椀をセットにした「KOMA」シリーズ。

「col.」ブランドの波及効果で売り上げが伸びている「卯之松堂」
ブランド。

山中漆器を知って
もらう入り口として
「col.」ブランドを位
置づけ、開発に取り
組んだ畑学社長。
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発売から6年で売り上げが50倍に

　蓮だよりが商品化したのは、自社の畑で栽培した加賀
れんこんを薄くスライスして素揚げし、軽く塩味を付けた

「加賀れんこんちっぷ」だ。パリパリとした軽やかな食感
で、レンコンの素朴な味わいを楽しめる。ビタミン C や

ミネラル、食物繊維
も豊富に含まれてお
り栄養抜群。おや
つやおつまみとして
ぴったりだ。
　平成 24 年度に発
売して以降、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」や東京駅
のショッピングスポット「グ
ランスタ」、伊勢丹などに
販路が広がっているほか、
県内でも道の駅こまつ木
場潟、香林坊大和、金沢駅のAガイヤ、JAの直売所な
どでも販売する。
　川端代表が「試食したお客様はかなりの確率で購入し
てくれます」と話すように、そのおいしさが好評で、年間
販売数は当初の200 袋から10,000 袋へと右肩上がり
に伸びている。

あえて厚みをそろえず、食感に変化

　レンコンチップスは生産農家で親しまれている家庭の
味だ。以前から、自宅で作ったものを直売所や取引先で
配っていたところ、大変評判がよく、「商品化してほしい」
との声が多数寄せられたことから開発に乗り出した。
　商品化にあたっては活性化ファンドの助成金を活用し、

規格外品を「加賀れんこんちっぷ」に
軽い食感と素朴な味わいで人気急上昇

金沢市の河北潟干拓地は加賀野菜の一つである「加
賀れんこん」の一大生産地だ。この干拓地にある3ヘク
タールの畑で農薬や化学肥料を使わない安全・安心な
農業を実践しているのが蓮だよりである。12年前に脱
サラしてレンコン作りを始めた川端崇

たかのり

文代表は、精魂
込めて育てた加賀れんこんを無駄にしたくないと、規
格外品を菓子に加工するなど、新たな事業にも積極的
に取り組んでいる。

農事組合法人 蓮だより
http://doronko-farm.com
金沢市才田町乙183番地2  TEL.080-2958-1190
■ 代  表  者 川端 崇文
■ 設　　立 平成18年2月
■ 出 資 金  100万円

■ 従業員数　7名（パート含む）
■ 事業内容　加賀れんこんの栽培、
 加賀れんこん加工食品の製造・販売

「ゆくゆくは人員を増やし、
加工部門と生産部門を分
けて運営したい」とビジョ
ンを描く川端崇文代表。

素揚げした加賀れんこんを能
登の塩でシンプルに味付けし
た「加賀れんこんちっぷ」。1袋
60グラム入りで600円（税別）。
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何度も試作を重ねて使用する油の種類や適正な揚げ具合
を見極めたほか、栄養成分表示、賞味期限の設定に必
要な各種検査を行った。
　こだわりの一つがレンコンの厚みだ。販売量の拡大に
伴って、現在は自動フライヤーや自動包装機を導入する
など、製造工程も機械化を進めているが、レンコンをス
ライスする作業だけは今でも人の手で行っている。あえ
てレンコンの厚みを均一にしないようにして、食感に変化
を持たせることが狙いだ。
　味付けに使っているのは能登の塩で、これも人の手で
振っている。多少、味に濃淡ができたとしても手作りの
良さを感じてもらおうというわけだ。

脱サラしてレンコン農家に転身

　そもそも川端代表は今から12 年前、28 歳の時に、まっ
たくの素人から脱サラしてレンコン農家に転身した。きっ
かけは、人生の 3 分の1 に差し掛かる 28 歳が今後を
決める最後の転機になると書かれた一冊の本との出会い
だった。自分が本当にやりたいことを模索する中でたど
り着いたのが生まれ育った金沢市才田町でも盛んだった
レンコン栽培だった。
　家族の反対を押し切って会社を辞めた川端代表は河北
潟干拓地を歩き回って、レンコン農家に弟子入りを志願し
た。何日も通い詰めるうち、「後 、々畑を買うのなら、手伝っ
てもいいぞ」と声を掛けてくれる農家に出会った。最初
の半年間は修業のためにと無給、無休で働き続けたが、

「それでも楽しくてしょうがなかった」と川端代表は当時
を振り返る。
　その後、マイカーを売り払い、生命保険を解約するな
どして工面した資金で畑を購入してからは自分なりのレ
ンコン作りを追求する日々が続く。こだわっているのは、
土づくりだ。加賀れんこんが本来持つ味わいを堪能でき
るよう、農薬や化学肥料は一切使わず、微生物の力を利
用して土壌改良に努めている。平成 29 年度には環境に
優しい安全・安心な生産方法によって作られた農産物に
対して石川県がお墨付きを与える「特別栽培農産物」の
認証を受けた。
　販売は直販が中心で、当初は東京の有名レストランに
ダイレクトメールのように加賀れんこんを送るなどして PR
した。こうした取り組みが功を奏し、現在はシェフの間
に口コミで評判が広がっている。

　また、JAの共同販売制度に頼らず、自力で販路を開
拓していくには、ブランド化や付加価値の向上が必要だ。
例えば、加賀れんこんを氷温熟成することで粘り気や食
味をアップさせ、長期保存を可能にしたこともその一つで
ある。

一次加工施設の整備も視野に

　加工品の開発もブランド化や高付加価値化といった考
えの延長線上にあり、今春からは加賀れんこんちっぷ風
味のドレッシングを発売する。
　さらに、加賀れんこんには、ポリフェノールなど美容
に有用な成分が含まれていることから、平成 29 年度か
らは再び活性化ファンドの採択を受け、せっけんや化粧
水、パックなどの商品化にもチャレンジする。
　加工品の開発をより効率的に進めるため、川端代表が
視野に入れるのが一次加工施設の整備だ。
　「レンコンを使って加工品を作るにしても、まずパウダー
状やペースト状にしたり、カットしたりしなければ、製造
することができません。現在は県外の一次加工施設を利
用しているのですが、小ロットでは引き受けてもらえない、
送料がかさんでコストが高くなるといったデメリットがあり
ます。自前で一次加工ができれば、そうした問題の解決
につながるだけでなく、他の農家の助けにもなります」（川
端代表）。
　一次加工施設が建設される頃には、加工品のバリエー
ションをもっと増やして加賀れんこん専門店を併設する
計画もある。「やりたいことがいっぱいある」。そう目を
輝かせる川端代表のこれからに、ますます注目が集まり
そうだ。

「加賀れんこんちっぷ」を製造するために導入した自動フライヤー。揚げ油は数種
類をブレンドして使っている。



SNSのビジネスへの活用
明確な目的を定め継続的に

人と人をつなぐ SNS （ソーシャル ・ ネットワーキング ・ サービス）
の普及に伴い、ここから日常的に情報を入手するという消費者が増えて
います。 これにともなって、ビジネスにおいても SNSを活用した集客
や PR に注目が集まっています。 そこで、石川県よろず支援拠点でコー
ディネーターを務める二人にビジネスで SNSを活用する上でのポイン
トを聞きました。

まずはSNSの特徴を教えてください。

  SNSは人と人とのつながりをサ
ポートするサービスです。具体的に
はフェイスブックやツイッター、イン
スタグラムなどがあります。インター
ネット上で情報を発信できることに
加え、 双方向でコミュニケーション
を取れるところが最大の特徴と言え
ます。 SNSで商品に関しての情報
を得たり、 購入後にその情報を共
有、拡散したりと消費者の購買活動
にも大きな影響を与えています。

ビジネスにはどのように活用できるので
しょう。

　情報発信はもちろん、ファン作り
や信頼関係の構築にも役立ちます。
言ってみれば営業マンのような役
割でしょうか。興味がある商品につ
いてネットで調べてから実店舗で購
入する人もいれば、その逆もあり、
ネットの世界とリアルの世界は垣根
がなくなっています。両方を充実さ
せることが大事だと思います。

上手な活用事例はありますか。

　例えば山中温泉にある「なかま
さ」 は野菜ソムリエの作る生ジュー
スを、 おなかの調子を整える「ご
ろごろジュース」 や 「女子力回復
ジュース」といったユニークなネー

ミングで販売する青果店です。お
客さんに了解を得た上で顔写真を
撮らせてもらってフェイスブックで
発信していたところ、それが大阪の
テレビ局の目に留まり、 旅番組で紹
介され、 新たな集客につながりまし
た。小さなお店でも情報を発信す
れば注目されるという好例です。

BtoB（企業間取引）の場合はいかが
でしょう。

　BtoBを手がける企業、とりわけ県
内に多くある製造業では、まだまだ
情報発信が少ないと感じます。外
注先や協力企業を探すために、 大
企業の担当者もよくインターネットを
使っていますから、 SNSもいいの
ですが、まずホームページをしっか
りと充実させることが大切だと思い
ます。

SNSの各種サービスの特徴を教えて
ください。

　写真の投稿が多いインスタグラ
ムは見栄えのする、若者をターゲッ
トにした商品を紹介するのにぴった
りです。ツイッターはリアルタイム
な情報発信に向いていて、リツイー
トという機能によって多くの人に情
報が届く可能性がある点も独特で
す。これらに比べるとフェイスブッ
クはユーザーの年齢層も高めで、名

刺交換した人とその後もつながって
おくために利用するといった使い方
が多いようです。

情報をより多くの人に見てもらうには
どうしたらよいでしょう。

　投稿をチェックしてくれるフォロ
ワーを増やすことが重要です。これ
には日々、良質な情報を発信し続け
る地道な努力しかないと思います。
また、 自分から相手のSNSをフォ
ローし、 コメントすることも必要で
しょう。情報を検索してもらいやす
くするためには、「#（ハッシュタグ）」
から始まるキーワードを記載しておく
といいですよ。

SNSの活用を成功させる秘けつはあ
りますか。

　最も大切なのは「何のためにSNS
を利用するのか」「SNSで何を実
現したいのか」を明確にすることで
す。新商品を知ってもらう、実店舗
に足を運んでもらうなど、 目標を設
定し、そのために必要な情報発信を
継続してください。

石
川
県
よ
ろ
ず
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キャラクター設定を

　現在、SNS（ソーシャル・ネッ
トワーキング・サービス）には、
さまざまな種類があります。ビジ
ネスでの活用を考える際には、5
年後にそのサービスが発展してい
るのか、衰退しているのかを見極
めることが大切です。そういった
点では、ツイッターは20 代、30
代の利用が多く、新規利用者も
増えていることから、将来的にも
有望なSNSと言えます。
　ただし、SNSはあくまでもプラ
スアルファの手段です。「メールマ
ガジン」や「ブログ」「ホームペー
ジ」こそがウェブマーケティング
の三種の神器であり、インターネッ
トでのビジネスは、この3つが基
本だということを忘れないでくだ
さい。
　ツイッターは「匿名性が高い」
「若者に人気」「ユーザー同士が
つながりやすい」「拡散力が大き
い」などの特徴があり、ビジネ
スにつなげるには、少しでも友達
（フォロワー）を増やしてURL（商
品）を紹介することが重要です。
　そのためには、例えばコーヒー
店主やイラストレーター、投資家
といった自らのキャラクター設定
や、ターゲットとするユーザーを
明確にしてください。コメントする

内容はキャラクターのイメージを
一貫して守り、コーヒー豆やイラス
ト、講演会の写真を掲載するなど
リアルさを出すことも大切です。
　ただ、ツイッターで注意してお
きたいのは、美容業や飲食業、
医療など地域ビジネスには不向き
だということです。例えば、1,000
人のフォロワーがいたとしても、
石川県のフォロワーが 10人しか
いなければ PR効果は限定的で
す。ですので、大企業や全国の
消費者を対象としたビジネスに向
いていると言えます。地域ビジネ
スならばリピーターの獲得用に利
用してみましょう。

有名人などから探す

　次に、地道な努力でフォロワー
数を2,000 に増やしましょう。こ
れだけの数になると、他のユー
ザーが人気のあるアカウントだと
判断し、何もしなくてもフォロ
ワーが増えていきます。その
ためには、＃（ハッシュタグ／
共通の検索キーワード）で、
「相互フォロー（お互いにフォ
ローし合う）」「フォロバ率100
（フォローしてくれたら100％
フォローする）」などを自分の
コメントに付けておくのも有
効な手段です。

　また、ターゲットとなるユーザー
を有名人や企業から探し出す手法
も効果的です。例えば、観光なら
旅好きな有名人や旅行会社のフォ
ロワーの中から選びます。フォロー
数が多いユーザーをフォローすれ
ば、自分をフォローしてくれる確
率が高まります。
　また、ユーザーからの反応を上
げるには、ハッシュタグをつける
ほかに、気軽に読めるよう文字数
を減らした方がいいでしょう（40
～ 60 文字数）。通勤時間や昼休
み、夕食後など、時間を選んでツ
イートすることも忘れないでくださ
い。お客さんに写真を投稿するな
どの協力をしてもらうのも有効な
方法です。
　ただ、ビジネス色が前面に出す
ぎるとユーザーから嫌われますの
で、設定したキャラクターをうまく
ブランディングしながらツイッター
を活用してください。

セミナ
ー　

Seminar

ISICOと白山商工会議所は 3 月14 日、白山商工会議所の研修室で初
心者向け ITミニセミナー「ツイッター中級講座」を開催し、参加者はビ
ジネスでのツイッター活用術を学びました。講座のポイントを紹介します。

5 年後も有望なツイッター
フォロワーは2,000を目標に

講師 守部 和孝氏
石川県よろず支援拠点 コーディネーター

（情報処理技術者）
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情報が大事な時代だけに速報性のあるツイッ
ターは若い世代に有効なツールとなることに
理解を深めた。



イシコ・トピックス

　ISICO は、2 月 22 日に石川県地場産業振興センター研修室で、後継者や次
世代リーダーを対象とした「未来経営人材育成セミナー」を開催し、事業承継
予定の後継者など 18 名が参加し
ました。講師として招いた（株）
ヱビス経営の佐々木文安社長に
は、企業経営の基礎知識や経営
者として習得すべき資質や能力な
どについて講演していただき、参
加者は熱心に耳を傾けました。

　石川県と ISICO は 2 月 27 日、ヤンマー（株）（大阪府大阪市）で「技術提案
型商談会」を開催し、県内の機械金属加工関連企業 10 社が独自の技術や工法、

製品をアピールしました。当日は調達
部門や製造部門の責任者など約 60 人
が来場し、95 件の熱心な商談が行わ
れました。同社の担当者からは、「企
業の技術レベルの高さを認識できた。
ぜひ工場を見学させてほしい」などの
声が寄せられたほか、見積もりや図
面検討の依頼、今後の打ち合わせ等
の約束も交わされました。

 　ISICO は 3 月 1 日、石川県地場産業振興
センター研修室に Office Heart Rock 代表で
社会保険労務士の野間信行氏を招き、「欲
しい人材に響く！求人票の書き方セミナー」
というテーマでセミナーを開催しました。
　野間氏には “ 求人とは、集客 ” を前提に
いかに会社を PR するかの観点に立ち、求
人票の書き方のテクニックやノウハウ、そし
て仕事や会社の魅力発信のポイントまでをお話いただきました。セミナー終了後は、
個別相談会（４社限定）も実施し、求人票への直接指導を行いました。

県内企業10社の優れた技術を提案

後継者・次世代リーダーを育成 

「ヤンマー（株）との技術提案型商談会」

『未来経営人材育成セミナー』を開催

  人口減少時代における
「無敵の求人票」を習得
「欲しい人材に響く！求人票の書き方セミナー」を開催

人材獲得のノウハウについて理解を深めました。

約 60 人のヤンマー社員が来場した商談会。

経営者として必要な知識などについて学びました。

　日頃から当誌をご愛読いただき、まこ
とにありがとうございます。
　情報誌「ISICO」では、より充実した誌
面づくりのため、記事内容に関するご意
見やご要望をお聞きする読者アンケートを
4月27日（金）まで実施しております。
　次回以降の企画の参考とさせていただ
きますので、何卒ご協力をお願いいたし
ます。

［発行月］ 平成30年3月（年6回発行） 
［編集協力］ライターハウス／金沢市問屋町1-75
［印刷所］ ㈱ 橋本確文堂／金沢市増泉4-10-10
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ISICOのウェブサイトからも
ご回答いただけます。

https://www.isico.or.jp/site/journal/
※下のQRコードで、スマートフォン

からのご回答も可能です。


