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県内企業が「いしかわ産業化資源活用推進ファンド（活
性化ファンド）」を活用して開発した商品をホテル、旅行
業界の関係者に提案した「2018 春・地元素材にこだわっ
た商品展示会」。詳しくは 6 -7ページをご覧ください。

【表紙撮影／黒川博司】
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後押しする新施策が続々
新商品開発を
一層手厚く支援
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頑張る企業を後押しする新施策が続々
新商品開発を一層手厚く支援
「いしかわ中小企業チャレンジ支援ファンド」を創設

I N T E R V I E W

　新商品や新技術の開発、受注・販路開拓などに取り組む企業を、専門性の高いスタッフが幅広い支援
メニューでサポートする ISICO。今年度は「いしかわ中小企業チャレンジ支援ファンド」の創設など、さら
なる成長を目指し、前向きに挑戦する中小企業のニーズにきめ細かく応えるため、支援メニューを拡充しま
した。 ISICO の新たな取り組みについて、当財団の理事長である谷本正憲知事に聞きました。

— 県経済の現状をどのようにとらえているか。

　ここ 5 年以上、鉱工業生産指数や有効求人倍率
といった指標が全国トップクラスで推移し、日銀
金沢支店も昨年末から北陸の景気について「拡大
している」と最高レベルの評価を示している。日銀
からこのような評価を得ているのは北陸と東海だけ
で、規模は大きくないものの北陸地域が日本経済
のけん引役を果たしているといっても過言ではない。
　この勢いを支えているのは、県内企業の頑張り
だ。特にものづくり企業、とりわけ中小企業の皆さ
んの生産活動が活発で、製造品出荷額は 2010 年

から 2015 年にかけて、全国平均の1.11 倍を大幅
に上回り、1.30 倍の伸びを示している。
　また、北陸新幹線が金沢まで開業して4 年目を
迎えたが、開業効果は今も持続している。JR によ
れば、開業前に比べて乗客数が約 3 倍に増え、そ
の数字を維持しているとのことだ。これが石川の経
済界、特に観光・宿泊・サービスといった非製造
業にプラスの影響を及ぼしている。
　さらに、新幹線は 2022 年度末の敦賀延伸に向
け、金沢以西で工事が急ピッチで進んでいる。この
5 年で石川・福井両県には約 1 兆 2,000 億円の公
共投資が行われることから、建設業界にも好影響

（公財）石川県産業創出支援機構    理事長  

谷本正憲  （石川県知事）

巻頭特集
理事長インタビュー



3

I
N

T
E

R
V

I
E

W

を与えている。
　このように本県経済はかつてないほどの勢いがあ
り、さらなる成長に向けて挑戦する中小企業を後押
しし、この勢いを持続・発展させるため、県では 6
月補正予算において「未来を見据えた元気な産業
づくり」を進めていくための施策を講じた。
　ISICOとしても、県内中小企業の中核的支援機
関として、これまで講じてきた諸施策の成果や現場
のニーズ等を踏まえながら、県や関係機関とも連携
し、意欲ある企業の取り組みを積極的にサポートし
ていきたい。

— 「未来を見据えた元気な産業づくり」に向け、
新製品開発、生産性向上、次世代産業への支援
強化を掲げている。まず新製品開発を加速させる
ため、どのように取り組むか。

　ISICO ではこれまで、国や地元金融機関の協力
を得て、300 億円という全国でも類をみない圧倒的
な規模の「いしかわ産業化資源活用推進ファンド（活
性化ファンド）」により、地域資源を活用した商品
開発、販路開拓を支援してきた。2008 年度の創設
以来、900 件を超える商品開発を支援し、このう
ち約 90％の商品化に成功した。こういった実績が
国や県内企業から高く評価され、国の理解も得て、
今年 8 月に期限を迎える支援制度をさらに10 年延
長することにした。
　また、今回の延長を機に、金融機関の協力を得て、
ファンドの規模をさらに100 億円拡大し、総額 400
億円の「いしかわ中小企業チャレンジ支援ファンド」
として、支援メニューを充実、強化する。

— 具体的な拡充策は。

　現在の補助上限額 300 万円を１,000 万円にまで
引き上げた「ものづくり企業特別枠」を設けた。こ
れは機械や繊維分野といったものづくり中小企業か
ら、新技術・新製品開発を進めるためには、支援
の充実が必要との声に応えたものであり、新事業展
開に必要な事前調査から新製品の研究開発、製品
開発後の販路開拓に至るまでを総合的に支援する
ことで、ものづくり中小企業の皆さんがより使いや
すい制度とした。
　また、新たに補助上限額 500 万円の「企業連携

支援枠」を創設した。川下のニーズをくみ取って開
発された商品や異業種連携によって新たに付加価
値がついた商品は、バイヤーからの引き合いが多く、
複数の企業が連携して商品を開発する例が増えて
おり、こうした複数企業の連携による商品開発を後
押しして、しっかりと成果に結び付けていきたい。

— 生産性向上についてはどのようにサポートす
るか。

　5月に開催された機械工業見本市金沢（MEX 金
沢）や e-messe kanazawa を視察し、これからのも
のづくり企業にとっては AI（人工知能）・IoT※を活
用した生産性向上が企業の競争力強化につながる
とともに、省力化にも資することから、人手不足対
策の面からも重要とあらためて実感した。
　県では、2016 年度に AI・IoT の活用に向けた研
究会を立ち上げ、昨年 9 月からは、AI・IoT 導入に
よる業務効率化・省力化のための設備導入費の助
成を行ってきた。県内中小企業の中にも、これらの
重要性が浸透してきた一方で、各企業で AI・IoT
に対する理解度や抱える課題に違いがあることも明
らかになった。そこで、企業ごとの課題にきめ細か
く対応するため、資金面・技術面・人材育成面か
ら総合的に支援することにした。
　まず、実際に設備を導入する段階にある企業に
対しては、AI・IoT 設備の導入費の助成枠を 3 倍
に拡大し、資金面の支援を充実させる。
　また、AI・IoT の導入の必要性を感じており活用
のイメージはできているが、技術的にどう対応して
いいか分からない企業に対しては、県工業試験場
に「AI・IoT 技術支援工房」を設け、実機を展示、
実演したり、大学教授等の外部専門家がアドバイス
したりするなど、技術面から支援する。
　そして、AI・IoT を導入する意欲はあるものの
活用するための人材が不足している企業に対しては

「AI・IoT 実践道場」を開設し、座学とデモ機によ
る体験を組み合わせた研修を行い、企業での AI・
IoT 導入の検討が進むようにサポートする。

— 次世代産業の育成にはどう取り組むか。

　石川の次世代を担う産業の創出については、「い
しかわ次世代産業創造ファンド（次世代ファンド）」

※ IoT：ものや人からインターネットを通じてデータを収集し、 活用する仕組み
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により、製品化、実用化を支援している。
　このうち、炭素繊維分野については、研究開発
拠点となる革新複合材料研究開発センター（ICC）
と小松精錬（株）が共同開発した耐震補強製品が、
今年度中に国内で初めて JIS 規格に認定される見
通しだ。今後、建築基準法に基づく建築材料に認
められれば、炭素繊維の活用範囲が、自動車部品
だけでなく橋梁の一部や住宅部材といった建築分
野にも爆発的に普及すると期待している。
　炭素繊維はこのほか、回転寿司用のベルトコンベ
アなどとしても用途開発が進んでいる。今後も、軽
くて強くて錆びない特徴を生かして製品化を進め、
成功事例を積み重ねることで、産業としての裾野を
広げたい。

— 経済が好調に推移する一方で、企業の人手不
足感が一段と強くなっている。

　県では、2016 年 4 月に「いしかわ就職・定住総
合サポートセンター（ILAC）」を金沢と東京に開設
し、石川への移住・定住と就職のワンストップ支
援に取り組んでいる。昨年度の ILAC を通じた移
住者数は、開設 1 年目の1.5 倍、ILAC 開設前に、
本県アンテナショップに相談窓口を設けていた際の
12 倍である 359人となるなど、着実に成果を挙げ
ている。
　さらに今年度は、新たに県大阪事務所内に「ILAC
大阪」を設置する。調べてみると、県内の高校を
卒業し、関東、関西に進学している学生は、それ
ぞれ約 3,600人と同程度だが、関西からの移住者
数は関東の 4 分の1にとどまっている。そのため、
関西については移住対策を強化すれば、まだまだ
移住者が増えると考えており、ILAC 大阪の設置に
よって、関西圏からの UI ターンを促進していく考
えだ。
　また、未就業の女性や高齢者など、潜在的な労
働力である人材の就業を促進するため、昨年 9 月
に求人・求職のミスマッチ解消の取り組みを強化し
ており、具体の成果も上がっている。一方で、人
材不足の折、即戦力を求める企業からは、職場経
験のない女性や高齢者の採用を躊

ちゅうちょ

躇しているなど
の声を聞いていることを受け、今年度は、企業が、
女性や高齢者に対し、業務に必要な知識や技能の
習得に向け社内研修を行う際の人件費を助成する。

女性や高齢者にターゲットを絞った取り組みは全国
でも例がなく、国のプロジェクトにも採択されている。

— 中小企業では後継者の確保が難しいとの声
も聞かれる。

　中小企業では、経営者の高齢化や人口減少によ
り後継者の確保が困難になっている。この状態を
放置すれば、廃業により、中小企業が有する高い
ものづくり技術力が失われると危惧している。
　ISICO では、2015 年 10 月に石川県事業引き継
ぎ支援センターを設置し、事業承継に係る経営上
の問題や課題に幅広く対応しているが、一方で、
ISICO が昨年度に行ったアンケートの結果では、事
業承継はまだ先のことと認識している経営者や問
題を抱えながらも着手していない経営者が多いこと
が分かってきた。しかし、事業承継は、長期にわ
たる計画的な準備を要するため、経営者に対して、
積極的に意識喚起を行い、早いうちから適切な支
援を行っていく必要がある。
　そこで、今年度は国の事業を活用して、企業訪
問により県内企業の事業承継の実態を把握し、支
援ニーズの積極的な掘り起こしや、専門家によるア
ドバイスなど、きめ細かな支援を実施する。

— 北陸新幹線の開業により、石川県の文化・工
芸・食などが国内外から注目を集めている。ビジ
ネスチャンスの拡大をどのように支援するか。

　東京・銀座にある石川県のアンテナショップ「い
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しかわ百万石物語・江戸本店」では、地域資源を
生かした魅力ある商品を発信するため、ISICO の
販路開拓アドバイザーが、首都圏の商社・小売店
への売り込みや大規模見本市への出展を通じて、
商品の PR 活動を支援している。
 また、活性化ファンドの創設 10 周年に合わせ、支
援企業が開発した魅力的な商品のカタログ「じわも
んセレクト」を発刊した。これも活用しながら、企
業の販促活動を後押ししていきたい。
　国内外からの観光客が増加する中、県内の宿泊
施設からは、石川らしいおもてなしで満足度を高め
るため、ホテルの内装・調度品などに伝統的工芸
品を活用したいという声が挙がっている。そこで、
宿泊施設のニーズをくみ取ったオーダーメイド型の
商品開発を支援し、意欲ある事業者の新事業展開
につなげるとともに、石川が誇る伝統的工芸品の魅
力を国内外へと広く発信する。

— 人口減少で国内市場が縮小するため、海外
への販路拡大も重要だ。

　県では、これまで海外事務所等も活用し、海外
のバイヤーとのネットワーク構築に努めてきた。開拓
したバイヤーの数が 5 年前の 5 倍の 750 社となる
など、着実に成果が現れている。
　また、2016 年度に包括協定を結んだ北國銀行
とともにビジネス商談会を、今年はシンガポールに
加え、初めて香港でも開催し、海外とのネットワー
ク強化を図る。香港と小松を結ぶチャーター便も、
昨年から運航され、利用者も堅調に推移するなど、

現地の人々の石川への関心も高まっており、この好
機を生かすのが狙いだ。
　これまでの取り組みにより、世界各地に県産品を
常時取り扱う店舗も増えてきたことから、石川の食
や伝統工芸、観光の魅力発信に協力いただける店
舗を「いしかわサポーターズショップ」として認定し、
現地の消費者に向けた情報発信を強化する。今年
はシンガポール、中国、アメリカ、ヨーロッパで 4
店を認定する予定だ。言ってみれば石川県の海外
版アンテナショップであり、海外の消費者に向けて
本県の魅力をPRしてまいりたい。

— ISICO は今年で設立から 20 年目に入り、情
報誌も今号で 100 号の節目を迎えた。

　ISICO は 1999 年の設立以来、県内企業の中核
的支援機関として 20 年間着実に実績を上げ、県内
中小企業からも評価をいただいており、企業の成長
にもつながっている。だからこそ、20 年間という長
い間存続してきたといえるし、ISICOという愛称が
広く浸透していることもその証の一つと言える。この
情報誌も県内企業の前向きな取り組みや支援の具
体的な事例を紹介し、これにより新たな商品開発
や販路拡大、産学官連携につながるなど、県内企
業の発展に少なからず貢献してきたのではないかと
考えている。
　これからも中小企業の個別、具体のニーズにしっ
かりとお応えできる組織として頑張っていくので、お
気軽にご相談いただきたい。
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W（写真左）ISICOでは
東京インターナショナ
ル・ギフト・ショーなど、
大規模見本市への出
展を通じて商品の PR
活動を支援する。

（写真右）県と北國銀
行との包括協定に基づ
き、昨年、シンガポー
ルで開かれたビジネス
商談会。今年は新たに
香港でも開催する。
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地域資源を活用した商品開発、販路開拓を支援する「い
しかわ産業化資源活用推進ファンド（活性化ファンド）」
は今年で創設10周年を迎えます。これを記念してISICO
では、活性化ファンドを活用して開発された魅力的な商品
やサービスを全国のバイヤーにPRするカタログを発刊し
ました。発刊に合わせ、5月17日には金沢ホテル懇話会
との共催で、「2018春・地元素材にこだわった商品展示会」
を金沢ニューグランドホテルで開催し、出展企業がこだわ
りの商品をホテルや旅行業界の関係者に提案しました。

販促用カタログの
第一弾をお披露目
ホテル・旅行業界向け
商品展示会を開催

2冊で110品目を紹介
バイヤー1,000社に送付

　活性化ファンドは平成 20 年に創
設されました。平成 25 年からは全
国最大規模となる 300 億円に増額
され、その運用益を使って、県内
の多様な地域資源を発掘、活用し
て商品化等に取り組む企業を支援
してきました。商品化を達成した
事業は全体の 9 割を占め、県内に

とどまらず、全国や海外で高く評
価されている商品も生まれていま
す。支援を受けた県内企業からは

「業績アップにつながった」「新たな
看板商品ができた」との声も寄せ
られています。
　今回発刊したカタログは「じわ
もんセレクト」と名付けられ、商
品展示会では第一弾として「食品・
観光編 第 1 号」と「工芸・雑貨編 
第1号」の2 冊をお披露目しました。

食品・観光編では地元産の食材を
使った菓子や調味料のほか、石川
の自然や文化を堪能できる旅行商
品など 60 品目を掲載。工芸・雑
貨編では伝統の技を生かしながら
現代の住空間や感性にマッチする
ように作った食器やアクセサリーな
ど 50 品目を掲載しました。
　このカタログは今後、全国の小
売・卸業バイヤーなど約１,000 社
に送付するほか、写真共有サイト 

活性化ファンドが
   創設10周年！52社が出展した商品展示会

A5判でカラー写真をふんだんに盛り込んだカタログ

商品の特徴を熱心にPRする出展者

カタログ掲載商品を配置したモデルルーム
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カネヨ醤油（株）［志賀町］
木村美智子さん

（株）鶴野酒造店  ［能登町］
鶴野薫子さん（右）／鶴野みどりさん

　醤油に能登産の蜂蜜やリンゴ、ワインをブレンド
した「パンケーキにかける醤油」を出品したところ、
金沢彩の庭ホテルで朝食時のアイスクリーム用シ
ロップとして採用されました。こうした展示会で評価
してもらえると自信になりますし、他の出展者とも情
報交換できて勉強になります。ホテルの朝食で提供
されるパンケーキやフレンチトーストにぜひ使ってほ
しいですし、これをきっかけに当社の醤油に興味を
持ってもらえるとうれしいです。

　商品展示会に訪れた料理長さんが試飲した純米
吟醸酒を気に入ってくれて、その後、ホテル日航金沢
の日本料理店に納めることができました。取引実績
のないホテルの場合、営業をかけたとしても、担当
者とお目にかかることも難しいと思うのですが、こう
した展示会に出展すると料理長さんとも直接話をで
きるのがいいですね。今も美容と健康にいい女性向
けの新商品を活性化ファンドで開発中なので、次回
もぜひ参加したいと思っています。

出展者から一言
昨年の商品展示会で成約した 2 社にお話を伺いました。

「インスタグラム」にも専用ページ
を開設し、販路拡大につなげます。
　今年秋には第二弾として「食品・
観光編 第 2 号」「工芸・雑貨編 
第 2 号」「機械・繊維・IT 他編」
の 3 冊を発刊予定です。

31社130人が来場
今後の成約に期待

　金沢市内の都市型ホテルで構成
する金沢ホテル懇話会とISICO が
共催した商品展示会には、カタロ
グに掲載された企業を中心に食品
や工芸品などを扱う52 社が出展。
ホテル内での使用イメージを膨ら
ませてもらおうと、客室のミニバー
や書斎、ベッドまわり、浴室にカタ
ログ掲載商品を配置した「オール
いしかわモデルルーム」も用意しま
した。
　商品展示会の開催は昨年 3 月、
10 月に続き、3 回目となります。当

日はホテルの支配人や料理長をは
じめ、宿泊・旅行の関係者、31 社
約 130人が来場し、商品の特徴な
どについて説明を受けました。
　開会を前にあいさつした ISICO
理事長の谷本正憲知事は「北陸新
幹線の金沢開業から丸 3 年が経過
しました。開業前と比べ、3 倍もの
お客様が来てくれて、この動きは
今も変わっていません。活性化ファ
ンドを活用してさまざまな商品を開
発、提供する皆さんの役割はこれ
からますます大事になります。本日
はホテル、旅行業界の皆さんとの
出会いの場であり、しっかり売り込
んで、成果につなげてほしい」と
激励しました。

　また、金沢ホテル懇話会の庄田
正一会長（金沢ニューグランドホテ
ル社長）は「この商品展示会は昨
年、ホテルで提供される朝食など
に、活性化ファンドを使って開発
された食品などを取り入れ、宿泊
客に食べていただくことを通じて販
路拡大をお手伝いできればと考え、
立ち上げました。今回は食だけで
なく、客室アメニティ、レストラン・
バー、宴会・婚礼・引き出物の 4 テー
マに拡大しました。我 も々力が入っ
ていますので、一件でも多く契約
につながればと思っています」と話
しました。
　商品展示会は今年秋にも開催を
予定しています。

ISICO理事長の谷本正憲知事 金沢ホテル懇話会の庄田正一会長
（金沢ニューグランドホテル社長）
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研磨せず旋削だけで鏡面仕上げ

　「価格競争では負けてしまうので、他社がやりたがら
ない仕事に挑戦しているうち、難度の高い加工ができる
ようになりました」。原田栄治社長がそう話すように、原
田鉄工所にはニッチな分野で存在感を発揮している全
国のメーカーから、難しい注文が寄せられる。
　例えば、スマートフォンの塗装に使われる小さなスプ
レーガンのノズル部品では、直径の10 倍以上も深さの
ある細長い穴の奥に滑らかな円すい形状を作ることを求
められた。多くの金属加工企業がさじを投げた仕事だっ
たが、同社では試行錯誤の末、特殊な工具や治具を自
作して可能にした。
　また、自動車用の塗装機器に組み込まれるスリーブ
と言われる短い筒状の部品の製造においては、旋削加
工だけで鏡面のように仕上げる超精密加工技術を確立

した。鏡面仕上げには通常、研磨加工が用いられるが、
一見滑らかに見えても拡大すると微細な傷ができてお
り、ここに顔料が入り込むと不具合の原因になってしま
う。原田鉄工所では工具の工夫や加工条件の見直しに
加え、工作機械メーカーに協力を仰ぎ、ものづくり補助
金を利用してNC旋盤そのものを改良し、研磨を不要
とした。

透析治療用のアダプターを量産

　こうした高度な旋削加工技術を誇る原田鉄工所が医
療機器部品の製造を本格化させたのは4年前にさかの
ぼる。きっかけは石川県工業試験場から透析治療用ア
ダプターの試作を依頼されたことだった。同社が作った
試作品は金沢市内の医療機器メーカーから高く評価さ
れ、その後は量産化し、定期受注につながっている。

㈱ 原田鉄工所
https://harada-ironworks.co.jp
能美市浜町巳170番地2
TEL. 0761-55-0337

■ 代  表  者 原田 栄治
■ 設　　立 昭和60年4月
■ 資 本 金 1,000万円
■ 従業員数 8名
■ 事業内容 小物精密部品、油圧機器部品、

産業機械部品、医療機器部品
等の製造

建設機械用油圧部品や塗装機械部品などを主力とする原田鉄工所では、これまでに培ってきた高い技術力を生か
し、医療機器部品の製造にチャレンジしている。新分野への進出にあたってはISICOの支援のもと、ものづくり補
助金を活用して工作機械や検査機器を導入したほか、医商工連携促進セミナーへの参加をきっかけに医療機器製
造業登録も済ませた。医療機器部品の売り上げは着実に伸びており、新たな経営の柱として期待がかかっている。

写真下がカテーテルの挿入時に使わ
れるトロッカー。写真上は扱いやす
いようにグリップを取り付けたもの。

エキストラクター（左）
と透析治療用アダプ
ター（右）。
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　このアダプターを製造する上で難所となったのはネジ
溝を切った際に出るバリ（突起）である。アダプターの
素材は鉄に比べて柔らかく粘りがあるため加工時にバリ
が出やすいチタンだった。しかも、「二条ネジ」と呼ば
れる二つのネジ溝が切られた形状のため、一般的なネ
ジの2倍の箇所にバリが出てしまう。
　そのため、同社ではまずバリを最小限に抑える工具
を選定した上で、後工程で除去しやすい形にバリが出
るよう加工条件を見直し、最後はゴム砥石やスクレーパー
と呼ばれるへら状の器具を使って手作業でバリを取り
除いている。
　実は同社では30〜40年前から医療機器部品を製
造してきた実績があったが、手がけていたのは実験道
具やオーダーメードの手術道具といった単発品だけで、
量産品はこのアダプターが始めてだった。

新たな加工機、検査機器を活用

　アダプターが糸口となって、発注元の医療機器メー
カーからはその後、カテーテルを体内に埋め込む際に使
われるトロッカーと呼ばれる穿孔器、さらには医療者が
トロッカーを扱いやすいように取り付けるチタン製グリッ
プ（持ち手）を受注した。
　このうちグリップの製造にあたっては平成 26年にも
のづくり補助金を使って非接触式 3D形状測定器を整
備した。このグリップはトロッカーを差し込み、ワンタッ
チで固定できる仕組みとなっているが、この際、トロッ
カーが動いたり、抜け落ちたりするようなことがあって
はならない。一方で医療者が施術中に片手で簡単に扱
えるようにするには、軽く力を加えるだけで固定される
必要がある。そこで、挿入したトロッカーの固定部にで
きる圧痕をこの測定機で調べることで、求められる条件
を満たす把握力を確認した。

　原田社長は「医師のニーズをお聞きして、自社で設計
開発しました。施術時間が短縮され、医療者と患者様
双方の負担を減らすことができます」と胸を張る。
　平成28年には、骨の固定用に使う六角ボルトの頭が
つぶれた際、ボルトを取り出すために使用するエキスト
ラクター（抜去器）を製造した。エキストラクターはネジ
のような構造で、ネジ山をボルトの内部に食い込ませて
回転させる。ものづくり補助金を使って導入したNC旋
盤によって、ネジ山の間隔を少しずつ変えると同時に、
ネジ山に溝をつけて角を作ることで食い込みやすくし、
従来品よりも性能をアップさせた。

ネットでの情報発信にも注力

　発注元である医療機器メーカーの厚意で、医療機器
を販売する際に必ず添付される取扱説明書には製造
所として原田鉄工所の社名が明記されている。同社で
は、これが PR効果を発揮して今後依頼が増えると期
待し、自社に関する情報発信を強化しようとISICO
の専門家派遣制度を利用しながらホームページを制作
した。また、安心して発注してもらえるようにと、平成
29 年には医療機器製造業登録も行った。
　医療機器分野の売り上げはこの 4 年で、同社の売
り上げの15％を占めるまでに伸び、原田社長は建設機
械用油圧部品、塗装機械部品と並ぶ 3本目の経営の
柱として受注拡大に力を注ぐ考えだ。

医療機器部品の受注に力を入れる原田栄治社長（右）と長男の和佳さん。

ものづくり補助金を使って導入したNC旋盤（上）と非接触式 3D形状測定器。
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着心地やファッション性も優れる

　ナウが製造する商品は「ボディファンデーション」と呼
ばれ、女性のボディラインを美しく見せる機能性下着で
ある。きつく締め付けて体型を整える補正下着とは違い、
着心地がよく、ファッション性に優れているのが特徴だ。
　同社では企画、デザインから製造までを一貫して手が
ける。価格競争力を維持するため、今や下着を含むアパ
レル産業では海外生産が主流だが、同社の場合は生地
やレースといった素材の調達から、裁断や縫製といった
工程を手がける人材に至るまで、すべてをメード・イン・
ジャパンにこだわり、高品質のものづくりに徹している。
こうした取り組みによって機能性やファッション性、着心
地を高いレベルで実現させ、多くの女性客から支持を集
めている。
　販路は国内各地のエステサロンだ。ナウの鴨島広将
社長によれば、近年では経営安定化に向け、高機能下

着や化粧品を販売するエステサロンが増えており、同社
の取引先も全国 250店にまで広がっている。

見本市への出展を機に商談

　「国内での取引先を倍増させたい」と拡大戦略を描く
鴨島社長だが、国内市場は既に人口減少に転じており、
長い目で見れば縮小は避けられない。そこで、長期的
な成長を目指して有望視しているのが海外市場だ。
　海外市場に向
けて自社商品を
アピールしよう
と、活性化ファ
ンドを活用して
平成 28 年 5月
には東京ビッグ
サイトで開催さ

女性を美しくする高機能下着
中国のエステサロンでも販売

エステサロンで販売される女性用高機能下着を製造する
ナウでは、国内におけるシェア拡大に力を注ぐ一方、人
口減少による市場縮小を見据え、海外戦略を加速させ
ている。昨春には活性化ファンドの助成金を活用して出
展した展示会を足がかりに、中国企業との取引をスター
ト。ゆくゆくは今年6月に国内で発売したばかりの清涼
感を感じられる素材を使った新商品をメインに打ち出
し、東南アジア市場にも進出しようと青写真を描く。

（株）ナウ
金沢市いなほ1丁目12番地  TEL. 076-240-2222
■ 代  表  者 鴨島 広将
■ 設　　立 昭和63年3月
■ 資  本  金 4,000万円

■ 従業員数　50名
■ 事業内容　女性用下着、化粧品の製造、販売

美容関連商品の総合見本市「ビューティーワールド
ジャパン」での出展ブース。

同社の主力ブランド「ラヴィエール」（左）と新たに開
発した「ナウクチュール」のボディファンデーション。

http://www.nownet.co.jp
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れた美容関連商品の総合見本市「ビューティーワールド
ジャパン」に初出展した。その後、ビューティーワール
ドジャパンには 3年連続で出展したほか、活性化ファン
ドの助成金を使ってプロモーションビデオを制作し、宣
伝活動に利用している。
　初出展したビューティーワールドジャパンでは早々に
商談が舞い込んだ。中国・上海の化粧品販売会社が、
ナウのボディファンデーションの品質の良さに目を付け、
国内のエステサロンで販売したいと持ちかけてきたの
だ。これを受け、ナウでは昨春、主力ブランドである「ラ
ヴィエール」の中から、夜寝ている間に体型が崩れない
ようにサポートするナイトシリーズのブラジャーやショー
ツ、合計1万枚をOEM（相手先ブランドによる製造）
で出荷。これらは主に試着用として使われており、今後、
店頭販売が本格化する見通しだ。
　OEMにあたっては取引先の要望に合わせ、カスタ
マイズを施した。下着を裏返したときにわずか見える縫
製部の余剰の生地をほぼ見えないように改良したのだ。
これによって縫製部がわずかに厚くなり、耐久性も若干
損なわれたが、見た目にとことんこだわる取引先に対し、
ナウもパーツの設計や縫製するミシンを変えるなど、技
術力で見事に応えた。

現地スタッフの研修にも注力

　上海の化粧品販売会社によれば、販売先となるエス
テサロンは中国全土 3,000 店に上るとのことで、ビジ
ネスチャンスは大きく広がるが課題もある。
　「中国で補正用の下着と言えば、コルセットのように
強く締め上げるものばかりです。着用経験がある人の
中には苦しいのでもう着たくないと思っている人も多い。

一方で私たちが作っ
ているボディファン
デーションはあくま
でも美容道具のひと
つです。中国では新
しいジャンルの商品
であり、認知度も低
い。そこで、販促に
向け、補正機能はも
ちろん、ファッショ
ン性や着心地に優れ
るという特長や着け
る下着によってはプ
ロポーションが崩れてしまうといった基礎的な知識を普
及していく必要があるのです」（鴨島社長）。
　より締め付け感の少ないナイトシリーズから販売を始
めたのもこうした理由で、昨年 8月と今年 5月には、ま
ず商品の説明役となるエステサロンのスタッフに知識を
覚えてもらおうと、同社の社員が講師となって研修会を
開催している。
　今後は中国で開催されている美容関連見本市「CIBE
美博会」に出展するなどして、市場開拓に取り組む。

清涼素材で新商品を開発

　こうした動きと並行して、今年 6月には国内で新ブラ
ンド「ナウクチュール」を立ち上げ、早くも好評を得て
いる。
　既存ブランドのラヴィエールとの最大の違いは生地で
ある。ラヴィエールで使われているのはサテンネットと
呼ばれる生地で、網目が詰まっており、高級感のある
光沢が特長だ。一方、ナウクチュールで使われている
のはパワーネットと呼ばれる生地で、光沢はないが網
目が詰まっていない分、通気性に優れる清涼素材だ。
　バスト、ウエスト、ヒップをトータルで整えるボディスー
ツには背中部分に特許出願中の新構造を取り入れ、自
然と姿勢がよくなり、かつ動きやすいよう工夫した。
　「海外ではパワーネット素材の下着が主流で、特に蒸
し暑い東南アジアでは人気がある」と話す鴨島社長。
当面は国内市場と中国市場での販路拡大に注力しなが
ら、将来的には東南アジア市場にも切り込む構えだ。

国内市場の将来的な縮小を見据え、海外市場
にチャレンジする鴨島広将社長。

エステサロンのスタッフ800人を集めて開かれた中国での研修風景。



各種支援制度の利用者に聞く

ISICOでは、企業の成長をサポートするため
さまざまな支援制度を用意しています。

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。
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　鈴木鉄工が導入したのはアーク溶
接機と多関節ロボット、それに加工対
象物を固定するポジショニング装置を
組み合わせたシステムだ。ロボットの
メリットは何と言っても疲れ知らずで、
与えられた条件の通りに何度も作業
ができること。そのため、仕上がりに
差がなく品質を安定させることが可能

になる。
　同社では部材を組み上げるための
仮溶接は人の手で、一定条件での連
続的な作業を求められる本溶接には
ロボットを用いるといった具合に作業
を分担し、効率化と品質向上を図って
いる。
　溶接ロボットを導入したメリットは
これにとどまらない。段取り作業の効
率化もそのひとつだ。
　同社の手がける製品は大型のもの

が多く、例えば、プレス機の構成部品
には長さ5メートル、重さ3～ 5トンとい
うものもある。これを溶接する際、従
来ならば、ワイヤーをかけてクレーンで
吊り上げ、固定具にセットして溶接。あ
る面の溶接が終われば、再びクレーン
を使って加工対象物を回転させ、次の
面を溶接していた。
　一方、溶接ロボットの場合は、いっ
たんポジショニング装置に固定してし
まえば、後はワンタッチで加工対象物
を回転させることが可能だ。
　その結果、従来であれば90度回転
させるのに30分ほどかかっていた段
取り作業がわずか10秒ほどに短縮さ
れた。クレーンで重量物を扱う危険な
作業が少なくなり、作業の安全性も向
上した。

30分かかる作業が
わずか10秒に短縮

プレス機など産業機械を製造する鈴木鉄工は昨年12月、ISICOの支援のもと、も
のづくり補助金を活用して溶接ロボットシステムを導入した。設計から製造、組み
立てまでを一貫して手がける同社の中でも、溶接は機械化、合理化が遅れていた
工程だ。これまでは人手に頼らざるを得なかったが、先端技術の導入によって、品
質や生産性、作業の安全性を向上させると同時に、ベテラン社員からの技能継承
を目指している。

（株） 鈴木鉄工
能美市粟生町西2-3
TEL.  0761-58-6677　
■ 代 表 者 ： 鈴木 敏夫
■ 設　　立 ： 昭和38年10月
■ 資 本 金 ： 5,000万円
■ 従業員数 ： 144名
■ 事業内容 ： プレス機など産業機械の設計、 

製造、組み立て
●http://www.suzki.jp

ものづくり補助金で溶接ロボット導入
効 率 化 や 品 質 ア ップ を 実 現

熟練技術者のノウハウを
データに置き換え、活用す
る溶接ロボットシステム。
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ベテラン技術者の
ノウハウを移植

資格取得を奨励
先端技術も積極的に

複合工程の
集約と合理化目指す

　とはいえ、導入から間もないことも
あって、作業をトータルで見れば、まだ
人の手で溶接した方が速いのが現状
だ。確かに溶接そのものや加工対象
物を回転させるスピードはロボットシス
テムを使った方が速いのだが、溶接に
必要なプログラム作りに時間がかかっ
ているのだ。
　現在は設計者とプログラマーの2人
が溶接ロボットの専従となり、ベテラ
ン社員に溶接のノウハウをヒアリング
した上で、その内容をプログラムで再
現。実際に溶接したものについて、溶
け込み不良などがないか、超音波探
傷機を使って確認し、不良があれば加
工条件を見直すなど、ベテラン社員が
持つ勘やコツ、感覚値を誰もが共有で
きるようにデータ化し、蓄積しようと試
みている真っ最中だ。
　「60歳以上のベテラン社員は20人
以上を数え、75歳を超えた社員も現
役で活躍しています。元気に長く働い
てもらうに越したことはありませんが、
彼らが退職した後、どうやって技術を
継承していくかが課題で、対策の一環
として期待しているのが溶接ロボット
です。若手に職人技を極めてもらう一

方で、便利な道具を活用して、職人の頭
と腕に残っているノウハウをデータに
置き換え、維持したいと考えています」
（鈴木敏夫社長）。

　そもそも同社では大型、一品ものの
産業機械の製造を得意とする。強みと
なっているのが長年培ってきた職人
技で、国家資格である技能士が60人も
在籍していることはその証左と言える
だろう。
　技能検定の合格者には受検料と報
奨金を支払うなど、資格の取得を奨励
する一方で、ベテラン社員に頼りがち
になる現場に先端技術を取り入れ、生
産性の向上にも取り組んできた。
　例えば、NC加工機には稼働率モ
ニターを設置し、工具を初期の位置か
ら切削を開始する位置まで動かす時
間を短縮するなど、無駄な動きや時間
を見つけて効率化につなげている。
　また、組立工程では従来、紙の図面
を使用していたが、現在は3次元の図
面をモニターで確認できるようになっ
ている。立体的な図面を使えば、配線、
配管する際も順序や経路をイメージし
やすくなり、経験が浅くてもベテラン同

様に作業が進められるというわけだ。

　溶接についても15年前に一度、ロ
ボット導入を検討したが、同社が扱う
厚板に対応できるものがなく断念した
経緯がある。今回はロボットの進化に
より、厚さ60ミリほどの鋼板でも溶接
が可能になったことから導入に踏み切
り、鈴木社長は「ものづくり補助金の
申請書類の作成にあたってはISICO
のアドバイスが参考になりました」と
話す。
　現在は溶接ロボットシステムに続
き、これまで旋盤と横中ぐり機の2台
を使って5工程で行っている小型プレ
ス機向け主要部品の加工を、複合旋
盤1台で3工程に集約することを検討し
ているところだ。
　人手不足に加え、熟練技術者の高
齢化による技術の継承に頭を悩ませ
ている中小企業は決して少なくない。
大手企業に比べて中小企業のロボッ
ト導入率は低水準だが、職人技と先
端技術を組み合わせ、自社のものづく
りを発展させる鈴木鉄工の取り組み
は、時代を先取りしたチャレンジと言え
そうだ。

門型プレス機用の大きな部品が並べられた鈴木鉄工の粟生工場。

職人技を大切にしながら、先端技術の活用も積極的に進
める鈴木敏夫社長。
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　「よろず支援拠点」は、14人のコーディネーター（中小企業診断
士・税理士・ 弁護士・ITコーディネーター等）が、中小企業・小規模
事業者の皆様の売上拡大、経営改善など、経営上のあらゆる悩
みの相談に対応します。

　県内中小企業のさまざまな課題解決に向けて、専任アドバイ
ザーが窓口相談を行っています。また、経営改善計画の策定から
金融機関との調整まで企業の状況に応じた支援を行います。

■ 総務企画課 ☎ 076-267-1239

 総務企画部
●  組織の管理と事業の総合調整

☎ 076-267-6711

☎ 076-267-1189

 石川県よろず支援拠点

 再生支援室

●  中小企業・小規模事業者の総合支援

●  中小企業の事業再生の支援

　IT・コンテンツ産業の振興、ICT利活用に関する相談や各種セ
ミナーの開催、ネットショップの訓練の場として「お店ばたけプラ
ス」のモール運営も行っています。
　また、企業情報データベースの閲覧サービスや教育DVDなど
の無料貸し出しも行っています。

　企業の人材採用や育成、定着に関するさまざまな課題解決に
向け、専任アドバイザーによる窓口相談や産業人材の確保・育成
に関する各種セミナーを実施しています。
　また、知的財産に関する総合支援窓口として、一般社団法人石
川県発明協会と連携し、特許や意匠・商標等のさまざまな相談に
対応します。

■ 産業情報課

■ 産業支援課

☎ 076-267-1001

☎ 076-267-1145

 産業振興部 　課題解決に向け、アドバイザーが窓口相談を行うほか、中小企
業診断士など外部の専門家を派遣し、具体的・実践的なアドバイ
スも行っています。
　また、事業承継準備の「気付き」を促すために、事業承継診断を
実施します。

　「創業支援サポートデスク」を設置し、起業に必要な知識の習
得、事業計画の作成支援等を行います。
　また、将来の成長が期待されるベンチャー企業を発掘し、集中
的なサポートを行っています。

　中小企業者等が希望する設備を当機構が現金一括で購入し、
長期・固定金利で割賦販売（完済後に所有権を移転）します。県お
よび全市町で利子助成があります。

■ 経営支援課

■ 新事業支援課

■ 設備支援課

☎ 076-267-1244

☎ 076-267-1244

☎ 076-267-1174

 経営支援部 

　県内中小企業の素材、加工、組み立て技術・製品開発力を、県
外大手企業へ紹介・あっせんし、新規受注の拡大を図っていま
す。
　受注機会の拡大のため、ビジネス創造フェアいしかわ、受注開
拓懇談会、技術提案型展示商談会等を開催します。

　地域資源を活用した新製品や石川ブランド優秀新製品等を、
全国の百貨店、専門小売店等のバイヤーへ橋渡しを行い、販路
開拓を支援しています。
　販路拡大のため、インターナショナルギフトショーへの出展、首
都圏等のバイヤーを対象に県内外で展示商談会を開催していま
す。

■ 受注開拓課

■ 販路開拓課

☎ 076-267-1140

☎ 076-267-1140

 販路開拓推進部

平成30年度 　ISICO組織体制紹介

■ 加賀サテライト ( 小松 )
■ 能登サテライト ( 七尾 )
■ 能登サテライト ( 輪島 )

☎ 0761-21-1139
☎ 0767-52-1225
☎ 0768-26-2333

●  IT産業の振興、中小企業の情報化支援
●  産業人材の確保・育成支援、知的財産の活用促進

●  受注開拓支援、販路開拓支援

●  経営基盤の強化、経営革新など総合支援
●  中小・ベンチャー企業の創造的事業活動の促進
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　産学官・産業間連携による研究開発プロジェクトを促進するた
め、新製品や新技術の開発にかかる助成や、企業と大学・工業試
験場等との共同研究の支援を行っています。

　創業間もない事業者や研究意欲にあふれる中小企業などを
サポートするインキュベート施設です。24時間・365日利用可能
な5㎡、25㎡、50㎡の３種類の大きさのスペースを低賃料で貸し
出しています。また、シャワールーム、仮眠室なども整備していま
す。

　産学官の交流や人材養成のための研修・会議のほか、地場産
品を中心とした商品等の展示・商談会などの場を提供していま
す。
　施設としては、本館と新館の２棟で構成され、800人収容の大
ホールをはじめとして大小の研修室・会議室が20室あり、レスト
ランなども備えています。

　農林水産品や伝統工芸品、観光資源などの地域資源（産業化
資源）を活用した中小企業の新商品・新サービスの開発から販路
開拓までを総合的に支援しています。

　県内企業のニーズと大学や公設研究機関等のシーズ調査を
行い、マッチングを図るなど、新産業の創出や新技術開発の支援
を行っています。
　また、医商工連携による取り組みも促進しています。

　新製品の研究開発など、創造的なビジネスを進めるベン
チャー企業等が、ローコストで利用できる独立型の賃貸スペース
です。

　石川県の地域資源等を活用した新商品の普及・促進を図るた
め、地場産業振興センター本館「じばさんギャラリー」「新商品展
示ギャラリー」、新館「展示室」の3カ所にて展示を行っています。

　最大220名を収容できる大会議場、少人数から100名まで対
応できる会議室や、レストラン・宿泊施設があり、研修はもちろ
ん、会議後のレセプションにも対応できるコンベンション施設で
す。
　また、北陸先端科学技術大学院大学やサイエンスパーク内企
業への来訪者に対しては宿泊料金の割引サービスも実施してい
ます。

　異業種からの農業参入、農林水産業者と商工業者とのマッチ
ングなど、農商工連携による新たな事業創出のお手伝いをして
います。

■ 技術開発支援課

■ いしかわクリエイトラボ

■ 管理課■ 地域産業支援課

■ 研究交流推進課

■ いしかわフロンティアラボ

■ 企画展示課

■ 石川ハイテク交流センター

■ 農商工連携推進課

☎ 076-267-6291

☎ 0761-51-7100

☎ 076-268-2010☎ 076-267-5551

☎ 076-267-6291

☎ 0761-51-0122

☎ 076-268-2010

☎ 0761-51-0106

☎ 076-267-5551

 プロジェクト推進部 

 サイエンスパークオフィス

 地場産業振興センター 地域振興部

●  サイエンスパークの活性化推進拠点
●  新産業創造の支援拠点

●  産学官交流・人材養成の拠点
●  需要開拓の支援●  産業化資源を活用した新事業創出や農商工連携を支援

　ISICOの能登地域の拠点として、各種支援制度の情報提供、相
談に対応しています。

■ 能登サテライト ☎ 0768-26-2333

　事業引継ぎにかかる窓口相談を行っています。後継者不在
などで事業の存続に悩みを抱える県内中小企業や、これらの経
営資源を引き継ぐ意欲のある中小企業の方々に対して、専門の
コーディネーターが事業引継ぎにかかる課題解決に向けた助
言、情報提供、マッチング支援等を行っています。

☎ 076-256-1031 事業引継ぎ支援センター
●  事業の円滑なバトンタッチを支援

●  産学官・産業間連携の推進
●  共同研究による技術開発支援

ISICO  ORGANIZATION



イシコ・トピックス

［発行月］ 平成30年7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

FAX

ISICOメルマガ会員募集中！

　ISICO の設備貸与制度は、中小企業やこれから創業される方が希望される設備
を当支援機構が現金一括払いで購入し、長期・固定金利で割賦販売（完済後に
所有権を移転）する制度です。
【制度利用のメリット】
▶︎金融機関の借入枠（信用保証枠・担保枠）に影響を与
　えず設備投資ができます。
▶︎県、市町の利子助成があります。
▶︎減価償却ができます。
▶︎ISICO のワンストップサービスにより、経営全般または
　専門的なアドバイスが受けられます。

●お問い合わせ／ ISICO・経営支援部 設備支援課
TEL 076-267-1174 　URL https://www.isico.or.jp/site/setsubi/setsubi-taiyo.html

　ISICO は 5月17日から3日間、県産業
展示館 2号館で「ビジネス創造フェアいし
かわ2018」を開催しました。
　このフェアには 57企業 4組合・10 機関
が参加し、32,014人が来場しました。会
期中は出展企業が来場する発注企業等に
優秀な加工技術力や製品開発力等を紹介
し、大盛況のうちに幕を閉じました。

　ISICO は 5月24日に石川県地場産業振
興センター研修室で、「Googleマップ集客
対策セミナー」を開催しました。インターネッ
トでの店舗探しの実態や、今年大きくネッ
トの集客ルールが変わる理由などを説き、
Googleマップを活用して新規顧客を誘導
する実践テクニックなどについて、受講者
に分かりやすく解説しました。
Googleマップを活用し集客力をアップしたい方は、ぜひご相談ください。

●お問い合せわせ／ ISICO・IT 活用支援ステーション
TEL 076-267-1001 　URL https://www.isico.or.jp/site/itstation/

ビジネス創造フェアいしかわ2018開催

設備投資で事業を活性化しませんか？ 

初心者でもすぐに実践できるテクニックを伝授！

　〜新しい未来を、開発する。〜

平成30年度 設備貸与制度のご案内

「Googleマップ集客対策セミナー」を開催

集客力のアップに向け、Googleマップの活用につ
いて理解を深めました。

大勢の来場者に県内企業が独自の技術などをPR
しました。

　石川県内中心に開催される最新のイベ
ントや補助金などの情報を定期的にメル
マガでお届けします。

情報誌ISICO99号
読者アンケートへのご回答
ありがとうございました！

　ISICO99号同封のアンケートにたくさ
んのご回答をいただき、心よりお礼申し
上げます。
　みなさまからいただいた「声」にお応
えできるよう、役立つ情報を発信してい
きたいと思います。
　今後とも情報誌「ISICO」をご愛読いた
だければ幸いです。

メールアドレスのみで
簡単に登録できます。

まだ登録されていない方は、
いますぐ登録を！

上のQRコードで、
スマートフォンから

簡単に登録できます！

https://www.isico.or.jp/site/member/

ワンストップ
サービスにより
経営全般または
専門的なアドバイス
が受けられます。

減価償却が
できます

設備投資を

サポートします！

設 備 投 資 で 事 業 活 性 化 し ま せ ん か？

効
率
アッ
プ！

事
業
拡
大
！

稼
働
率
アップ！

信用保証料
不要

金融機関の融資枠を
使用せず、設備導入

が可能！

公益財団法人 石川県産業創出支援機構

平成 30 年度　設備貸与制度のご案内

貸与制度利用のメリット 県、市町から
0.5％〜2.75％
の利子助成が
あります！
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