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野々市運輸機工
（株）×
（株）アクロスソリューションズ
着物のレンタル・着付け事業を手がける心結（金沢市）
では、急増する利用客にスムーズに対応するため、エヌ
ジェイシー（金沢市）が開発した予約管理システムを導
入した。詳しくは巻頭特集をご覧ください。
【表紙撮影／山岸政仁】

チャンスをつかみ、
未来をひらく
フロム・ユーザーズ

（有）マルマツ繊維

注目の支援メニューを紹介

使って役立つ！
ISICOのトリセツ

いしかわスタートアップステーション
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ISICOからのお知らせ

イシコ・トピックス

巻頭特集

経営課題の解決や業績アップを目指し、
積極的に IT 活用を。
企業が競争力を高めるためには、他社と差別化できる商品やサービスの開発、業務の合理化・省力化が欠か

せない。人口減少時代に突入し、人材不足への対応も急務だ。これらの課題を解決する上で、切り札の一つと

して期待されているのが I T 活用だ。そこで、今回の巻頭特集では ISICO が支援した企業の中から、I T を積極
的に活用して経営課題を克服し、業務の効率化や業績向上を果たした 2 社の事例を紹介する。

CASE 1
ここゆい

（株）
心結

金沢市本町 1-3-39
TEL.076-221-7799
■代 表 者 越田 晴香
■創
業 2010 年 5 月
■資 本 金 900 万円
■従業員数 21 名
■事業内容 着物のレンタル・着付け
● http://www.kokoyui.com

（株）
エヌジェイシー

金沢市古府町南 300-2
TEL. 076-287-5097
■代 表 者 山𥔎康智
■設
立 2010 年 3 月
■資 本 金 100 万円
■従業員数 3 名
■事業内容
業務用システムの受託開発、パッケー
ジソフトの開発・販売など
● http://www.g-cm3.com

▲「お客様のためにより時間を割けるようになった」
と喜ぶ心結の越田晴香社長（左）と予約管理シス
テムを開発したエヌジェイシーの山﨑康智社長（右）
。

AI を使って予約管理を効率化

空いた時間でサービスの充実図る

急増する利用客
予約受け付けが限界に

心結が手がけているのは、金沢を訪れた観光客

や結婚式などに出席する地元客を対象とした着物
のレンタル・着付け事業である。金沢駅の近くにあ

理システムだ。心結のホームページ上から予約の申
し込みを受け付けると、AI が自動的に着付けやヘ

アセットの担当者を割り振り、予約確定メールを自
動的に返信する仕組みとなっている。

従来は利用客にメールや電話で申し込んでもら

る店内には、加賀友禅や大正・昭和期のアンティー

い、その内容を紙の台帳やエクセルの表に記入し

プン時に年間 100 名程度だった利用客数は順調に

て予約の確定を知らせるメールを送ったり、着物選

ク着物など約1,200 着をそろえている。
2010 年のオー
伸び、今では年間 1 万人以上にまで増えている。

急増する利用客にスムーズに対応するため、大き
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な助けとなっているのが、昨年夏に導入した予約管

て情報を管理していた。その場合、内容を確認し

びや着付け、ヘアセットに要する時間を考慮して担
当するスタッフを割り振ったりするのに、毎日 3 人が

システム導入のきっかけとなったのは、昨年 3 月、

着物選びや着付けのスペースが手狭になってきた
ため、金沢市芳斉から現在地へと移転し、30 分

商品企画に注力
データ生かし広告展開

集

ほどあれば、1 人で済ませることができるようになった。

特

わけにはいかないが、人手による調整作業は 30 分

もかかると考えたからだ。

心結の越田晴香社長は「システム化によって予約

刻みに設定する来店時間ごとの受け入れ可能人数

管理業務が大幅に軽減され、お客様にもっと喜ん

増えた分、スタッフや時間の調整が複雑化し、紙

事に時間を割けるようになりました」と笑顔を見せる。

を 8 人から 12 人へと引き上げたことだった。人数が
の台帳を使った従来の方法ではうまくやりくりできな
くなってきたことから、システム化の必要を感じて
ISICO に相談した。

変更点を学習し、使うほどに精度が向上
相談を受けた ISICO の I T アドバイザーがマッチ

ングし、システム開発を担ったのは I T を活用して
中小企業の合理化・省力化をサポートするエヌジェ
イシーだ。

同社の山𥔎康智社長は「中小企業の場合、“こう

したい” ではなく、“何とかしたい” といった漠然と

でもらうための新たなプラン作りなど、創造的な仕

実際、金沢を訪れる観光客に人気のノドグロを食

べられるプラン、大正ロマンを感じさせるアンティー
クな着物とヘアスタイルを楽しめるプランなどが新
たに生み出され、好評を博している。

システム化による効果はそれだけではない。予約

申し込みにあたっては利用客の年齢層、住んでいる

都道府県を必須項目にするほか、使用した検索ワー

ドについても任意で入力してもらうようにしており、
これらのデータを蓄積し、広告を展開する媒体や

地域を選んだり、ホームページの SEO（検索エンジ
ン最適化）に生かしたりしているのだ。

「和装での街歩きで楽しい思い出を作ってもらう

した注文が多く、今回もレンタル着物店の経営者に

ことはもちろん、好みの着物が必ず見つかる品ぞろ

工夫の一つが AI の活用だ。例えば、振り袖を着

しい着物レンタル” を目指している」と話す越田社

なったつもりで工夫を凝らした」と振り返る。

付けるには、普通の着物とは違った技術が求められ
る。そこで、担当者一人一人の着付け技術などに関

する情報を、あらかじめ判断材料として AI に与えて

頭

もちろん現在でも、すべてをシステム任せという

れるたびにシステム改修をしていては、時間もコスト

巻

かりで 3 〜 4 時間を費やしていた。

え、着崩れせず苦しくない着付けなど、“日本一楽

長。今回のシステム化を契機にさらに高品質なサー
ビスを実現しようと意欲を見せている。

おくことで、単に空いている人に割り振るのではな

く、利用客の注文内容とスキルを照らし合わせ、最
適なスタッフが選ばれるようにした。

さらに、AI は使えば使うほど精度が上がるように

なっている。AI がいったん確定した担当者やタイム

スケジュールをシステム上で変更すると、その情報

を AI が蓄積、分析し、新たな判断材料にするのだ。

「使い始めた頃に比べて、人の手による修正が減っ
ています」と受け付けの担当者もその効果を実感し
ている。

▲従来は紙の台帳（右）に手書きし
ていた予約管理業務をシステム化。
大幅な効率化が実現した。

簡単に商品プランを追加できる機能にもこだわっ

◀︎利用客の中心は 20 〜 30 代の女
性。石川県の伝統工芸をPRしようと
加賀友禅や能登上布もそろえている。

また、山𥔎社長は心結のスタッフがシステム上で

た。というのも、
単に着物をレンタルするだけでなく、
プロカメラマンによる着物姿の撮影プランや茶道体
験プランなど、さまざまな商品プランをそろえている
ことが心結の特徴であり、新たな商品プランが生ま
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CASE 2

▼「満足度の高いシステムに仕上がった」と話す野々
市運輸機工の吉田章専務（中央）
。アクロスソリュー
ションズの野村充史社長（左）と同社プログラマー
の道下直樹さん（右）が開発を担った。

野々市運輸機工（株）
金沢市湊 1 丁目 55 番地 23
TEL. 076-238-7077

■代 表 者 吉田 修一
■創
業 1966 年 1 月
■資 本 金 1,000 万円
■従業員数 47 名
■事業内容 一般貨物自動車運送事業
● http://nonoichiunyu.com

（株）
アクロスソリューションズ

金沢市北安江 3 丁目 6 番 6 号 メッセヤスダ 1F
TEL. 076-255-2012
■代 表 者 野村 充史
■設
立 2006 年 5 月
■資 本 金 1,000 万円
■従業員数 15 名
■事業内容 各種受発注システムの開発など
● http://www.acrossjapan.co.jp

簡単操作で、ウェブ上で受発注が完了
運送業界の先駆けとなるシステムを導入
よくある発注パターンを
AI が上位に表示
工作機械や鋼材など重量物のトラック運送を手

がける野々市運輸機工では、今年 5 月から受発注

システム「NONOCOM order（ノノコム・オーダー）
」
の運用を開始した。開発したのはクラウドを活用し
た受発注システムの開発で豊富な実績を持つアクロ
スソリューションズである。受発注に電話やファクス

を使うことが多い運送業界においては先進的な取り
組みだ。

仕組みは次の通りだ。まず、発注企業はあらか

じめ付与された ID、パスワードを使ってパソコンや

タブレット、
あるいはスマートフォンで
「NONOCOM
order」にログイン。トラックの写真がずらりと並ん

ている場合は、
「お気に入り」に登録しておき、発
注時にそのデータを呼び出せば、より発注業務が
簡素化される。また、AI によって企業ごとの発注パ

ターンをシステムが学習するので、使い込むと、よ
く利用するトラックや発着地が上位に表示されるよ
うになっている。

運用開始から 2 カ月で野々市運輸機工の取引先

の 10％に当たる 20 数社が利用を開始。吉田章専

務は
「受注業務の効率化が進んだ」と手応えを話す。

電話に出られず
商機を逃すことも
「運送業界では電話やファクスを使った受注がほ

だ画面から車種、荷台サイズ、最大積載量を考慮

とんど。当社も例外でなく、システム化する以前は

る。後は集荷と配送を希望する日時、発着地を選

らっていました」
（吉田専務）
。電話では聞き間違い

して使いたいトラックを選び、必要な台数を入力す

んで送信するだけだ。この情報を受け取った野々市

運輸機工では、配車担当社員が内容を確認の上、
受注を確定。この内容がそのまま基幹システムにも
反映される。
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使用するトラックや発着地が毎回ある程度決まっ

まず電話で受け付け、詳細をファクスで知らせても

や聞き漏らしもあり、山のように積まれたファクスの

中から目当てのものを探すのもひと苦労だ。その上、
配車担当は 2 人しかいないため、別の電話に出て
いたり、席を外したりしているときは電話がかかって

開発費用は約 3 分の 1 に抑えられた。活性化ファン

田専務は昨年 10 月に ISICO に相談。相談内容を
踏まえて I T アドバイザーがマッチングしたのがアク
ロスソリューションズだった。

アクロスソリューションズでは、独自に開発した中

小企業向けの受発注システム
「MOS
（モス：モバイル・
オーダリング・システム）
」を食品や酒、化粧品など

ドにも採択され、その助成金も活用している。ゼロ
から作れば開発にも 1 年近くを要するが、今回はわ
ずか 3 カ月で稼働させることができた。

誰でもすぐに使いこなせるデザイン
運用開始にあたっては、まず取引の多い発注企

の製造・流通企業に提供している。運送業向けの

業に
「NONOCOM order」の使い方を説明して回っ

イズすることで野々市運輸機工の要望を実現した。

入ってくるのではと心配したのですが、どの取引先

開発案件は初めてだったが、この MOS をカスタマ

チャット機能を搭載
添付ファイルも送信可能

た。
「便利なシステムとはいえ、結局電話で注文が

も翌日から使ってくれています。年配の人にも使い

勝手がよく、特に女性からの受けがいい」
（吉田専
務）
。

この点についてアクロスソリューションズの野村充

発注企業と野々市運輸機工の間で短い文章をや

史社長は「受発注システムは発注側が使ってくれな

る。これは吉田専務の発案で付け加えたもので、

ザー目線を何より大切にしていて、操作が簡単で使

り取りできるチャット機能もカスタマイズの一つであ
注文内容に不備があった場合などにチャットを通じ

たコミュニケーションで調整する。従来であれば、
電話で問い合わせ、発注企業の担当者が不在で

ければ意味がありません。ですから、MOS はユー
いたくなるようなデザイン性、画面設計を心がけて
います」と説明する。

導入後は電話でのやり取りが減り、受注業務が

あれば何度もかけ直すなどしなければならなかった

効率化されたほか、空いた時間をドライバーとの打

ようになった。

になった。注文の取りこぼしがなくなったほか、受

が、チャットの利用によって、こうした手間を省ける
また、発注時に添付ファイルを送信できる機能も

プラスした。配送先の中にはまだ詳細な地番が決
まっていなかったり、搬入場所が分かりにくいケー
スもある。こうした場合、あらかじめ詳細な地図な
ど送ってもらえば仕事がスムーズに進むというわけ
だ。

システムは専用のサーバやソフトのインストールが

集

ないだけで、やればできるのでは？」
。そう考えた吉

ズしているため、オーダーメードした場合に比べて

特

に、なぜ運送業界では進まないのか。どこもやら

「多くの産業でウェブを活用して受注しているの

頭

必要のないクラウド型で、既存のものをカスタマイ

巻

きても応対できず、商機を逃してしまうこともあった。

ち合わせなど、人にしかできない仕事に割けるよう

注がすべて見える化されるため、たとえ自社のトラッ

ク台数でまかなえない量の仕事を受けたとしても、
前もって協力会社に車両を融通してもらうといった
対応も取りやすくなった。

今後は「NONOCOM order」の手軽さを武器に

営業ツールとして活用し、新規顧客獲得に向けて取
り組んでいく考えだ。

◀︎「NONOCOM order」
の発注用画面。トラックの
写真を掲載するほか、台
数の指定に数値入力では
なく、「＋」「−」ボタンを
採用するなど、デザイン性
と使いやすさにこだわって
いる。
▲野々市運輸機工では二人の社員が配車業務に専従。システム化によって業務の効率化が進んだ。
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県内の特産品を生かした入浴剤を開発
北陸化成㈱

http://www.h-kasei.co.jp
白山市相川新町655番地1
TEL. 076-275-5141
■
■
■
■
■

代 表 者
設
立
資 本 金
従業員数
事業内容

藤村 茂
1973年3月
3,000万円
26名（パート含む）
入浴剤
（医薬部外品、化粧品）の製造および販売など

県 内 各 地 の 特 産 品 を 使 っ た 入 浴 剤「 湯 け む り 浪 漫
ishikawa BATHPORT（石川バスポート）」。各 40g 入りで
「金沢」が 250 円
（税別）「
、白山」
「能登」が 200 円
（税別）。

北陸化成では、配置薬販売会社が取り扱うオリジナル入浴剤をはじめ、入浴施設や宿泊施設向けの入浴剤、
温泉地の土産品やノベルティグッズ用の入浴剤などを製造している。2016年には、石川県を訪れる観光客ら
に地域の魅力をPRしようと、ISICOの活性化ファンドを活用して県内各地の特産品を原料に取り入れた入浴
剤「湯けむり浪漫ishikawa BATHPORT（石川バスポート）」を開発。また、展示会にも出展し、販路拡大
につなげている。

金箔、加賀菊酒、能登の塩を配合
石川バスポートには「金沢」
「白山」
「能登」の 3 種

長だが、2016 年の開発当初はなかなか販路が見つか
らず苦労した。というのも北陸化成が手がけるのは、
配置薬販売会社向けにオーダーメードする入浴剤や
入浴施設・宿泊施設で利用される業務用入浴剤、企

類をラインアップする。
「金沢」は全国生産量の 99％を誇る金箔が配合さ

業が新商品発表時などの

れ、ぜいたくな気分を味わえる入浴剤だ。
「白山」に

イベント等で配布するノベ

は白山市内の老舗酒蔵で造られた加賀菊酒と松任海

ルティ用入浴剤が大半を占

浜温泉の温泉水を配合。
「能登」には海水から作られ

め、自社で開発したオリジ

たミネラルたっぷりの能登の塩が配合されている。

ナル商品を独自に販売する

ことじとうろう

パッケージには兼六園の徽軫灯籠や雪づり、霊峰白
山、郷土玩具「加賀八幡起上り」をデザイン。旅行用ト

ルートを持っていなかった
からだ。

ランクをイメージしたギフトパッケージは 3 種類を詰め
合わせられるようになっており、お土産用にぴったりだ。
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「思った以上に売れている」と笑顔を見せる藤村茂社

石川バスポートに続き、オリ
ジナル入浴剤の開発を目指し、
アイデアを練る藤村茂社長。

泉で湧出する温泉水を凝縮、ろ過し、含まれている成
分をそのまま配合しているのだが、これは技術的に難し
く、藤村社長は「全国約 200 社の入浴剤メーカーの中
でも当社でしかできない」と胸を張る。
もちろん苦心した点もあった。その一つが「金沢」の
開発で、普通の金箔を入浴剤に混ぜ込むと、あまりに薄
く、使用するまでに砕けて見えなくなってしまうことだっ
た。そのため、
形が崩れてしまわないように特殊コーティ
ングされた食用金箔を使うことで問題を解決した。
地元の若者の協力を得た点も特徴と言える。北陸化
成では 2013 年から毎年、石川県立金沢商業高校で生
徒が商品開発に取り組む授業に協力しており、石川バス
ポートの試作時には色や香り、石川のイメージ、お土産
として購入しやすい価格などについて生徒からアンケー
トを取り、商品開発や価格設定に生かした。
総合見本市「販促ワールド」の展示ブース。活性化ファンド採択商品である
ことものぼり旗でアピールした。

JR 東日本から２万包の発注

グレードアップ版を構想
北陸化成は 45 年前に配置薬を販売する会社向けに

状況を打開するきっかけとなったのが活性化ファンド

専用の入浴剤を製造したことから始まり、その後、ギフ

だった。同社では活性化ファンドの助成金を活用して、

ト販売会社用、入浴施設・宿泊施設などで使われる業

昨年 7 月に東京ビッグサイトで開催された総合見本市「販

務用へと市場を拡大してきた経緯がある。

促ワールド」に出展。販促・マーケティングに関する多種

原料にこだわり、処方を工夫して生み出された入浴剤

多様な商材が集まるなか、JR 東日本の目に留まり、北陸

の品質には定評があり、配置薬販売会社に納める商品

新幹線関連のイベント用に 2 万包の発注を受けた。

の中には、グラム当たりで比較すればスーパーやドラッ

並行してリニューアルしたホームページも抜群の宣伝

グストアなどに並ぶ量販品に比べて 6 〜 7 倍の価格に

効果を発揮した。ホームページを通じて石川バスポート

もかかわらず、
「高くても効果の実感できるものを使いた

のことを知った大手総合スーパーが、能登に立地する店

い」という高齢者から支持を集め、40 年以上にわたっ

舗で販売しようと 8,000 包を発注してくれたのだ。

て売れ続けているロングセラー商品もある。

また、人脈を活用した営業活動にも積極的に取り組

近年、業務用が勢いよく伸びる一方、ギフト需要は

み、例えば白山市が市内の温泉で実施するスタンプラ

減少に転じていることから、藤村社長が新たな成長分

リー企画の景品としても採用された。

野として期待を掛けているのが石川バスポートのような

こうしたスポット受注だけでなく、現在では今年 4 月

オリジナル商品である。藤村社長は今後、石川バスポー

に白山市内の国道 8 号沿いにオープンした道の駅「め

トをもう一段グレード

ぐみ白山」や ISICO が香林坊大和（金沢市）の地下

アップさせた入浴剤を

1 階で運営する「石川のこだわりショップ かがやき屋本

開発しようと意欲を見

店」
、ひがし茶屋街の土産店などで常時販売されている

せるほか、入浴剤に対

ほか、金沢彩の庭ホテルでアメニティとして採用される

するニーズが増加傾向

など、着実に販売数量を伸ばしている。

にあることから「石川

金沢商高の生徒にアンケート
年間で 300 種類以上の入浴剤を作っている北陸化成
だけに、商品開発にはこれまで蓄積してきたノウハウが
生かされた。例えば、
「白山」の開発では松任海浜温

にとどまらず、各都道
府県で同様の企画が展
開できれば」と構想を
練っている。
作業しやすく独自に改良した
分包充てん機。導入にはもの
づくり補助金を活用した。
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各種支援制度の利用者に聞く

I S I C O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。

縦 横 に伸 びる織 物 を製 品 化

ス ポーツや 介 護 分 野 に 進 出
（有）マルマツ繊維
かほく市木津ロ74-10
TEL. 076-285-0331
代表者 ： 松井 宏充
創 業 ： 1960年
■ 資本金 ： 500万円
■ 従業員数： 9 名
■
■

ゴム 入り 細 幅 織 物 の 企
画・試作・製造・染色・販
売、横巻きゴム糸
（カバー
リング糸）の製造加工
● http://marumatsu-seni.jp
■

事業内容

薄さと強さを兼ね備えた骨盤
サポートベルトは、装着して
も服の膨らみが気にならない。

大手の女性用下着メーカーやアウトドア用品メーカーにゴム入り細幅織物を納入
するなど、確かな縫製技術で信頼を築いてきたマルマツ繊維。独自に開発した縦
横に伸びる生地「QFC」が順調に売り上げを伸ばしており、ISICOのサポートを
得て、弾力を高めた改良品の開発も進めている。特に、近年はスポーツや介護と
いった市場への進出を見据え、増産体制を整えている。

ウレタンが伸縮
ほつれにくい

健康、スポーツ分野の
ベルトやバンドに使用
同社では、このような特徴を持つ
QFCに可能性を感じた山屋産業（株）
（津幡町）と連携し、約5年前から製

地はほとんど生産されていなかった。
そこで同社が10年前に開発したのが
横にも伸びるQ F C だ。

品化を進めている。
例えば、厚さ1m mという超極薄の
QFCを使った骨盤サポートベルトは、

ゴム入り細幅織物には、
縦には伸び

QF Cは、縦糸と横糸に伸縮性を備

しっかりと腰を支え、耐久性に優れた

るが、横にはほとんど伸びないという

えた熱融着ウレタン糸を使用している

商品だ。従来の生ゴムを使用したベ

特徴がある。それは、縦糸にはゴム製

ので、縦方向にも横方向にもストレッ

ルトと違って洗濯できる点もメリット

の糸を使い、横糸には伸縮性のない

チ性がある。また、加熱処理によって

である。このベルトを織るには、同社

一般的な糸を使用するからだ。

糸同士がくっついていることから、縦、

がそれでまで所有していた織機では

横、斜めなど、どのように裁断してもほ

対応できなかったことから、I S I C O

つれにくいという利点もある。

の設備貸与制度を利用してニードル

これまでも縦横に伸びる織物の需
要はあったが、全国でもそういった生
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う欠 点 が あった。そこで、

松井社長が打ち出したのが「小ロッ

I S I C O の活性化ファンドを

トを圧倒的に早く、圧倒的に安く」と

活用し、Q F C の改良に取り

いうスローガンだ。

組むことにした。
改良では、弾力アップに主

また、バレエなどで関節を柔らかく
するトレーニングなどに使うコンプレッ
ションバンド（幅10㎝、長さ1ｍ）と呼
ばれる生地にもQF Cが採用され、一
時は生産が間に合わないほど人気を
集めた。

くの工程を外注に委託しているため、

眼を置いた。布を２枚、３枚

外注費によるコスト高などが生じてい

と重ねれば強度はアップす

た。

る。しかし、それでは厚くなっ

そこで、外注していた全工程を内製

てしまうので、厚みをできる

化し、一貫生産体制を整備。この結

だけ変えず、糸と織り方を工

果、納期は50％短縮し、コストも10％

夫することで問題を解決する

削減できた。松井社長は「私たちが

方法を考案した。すでに織機の手直

変わる努力をしなければ生き残るこ

しは終えており、今年中にはサンプル

とはできない。挑戦する気持ちが大

を完成させたい考えだ。

事だ」と話す。

「QFC を使う分野がもっと広がってほしい」と話す松井宏充社長。

織機を導入し、
生産体制を整えた。

ゴム入り細幅織物の生産では、多

全工程を一貫生産
納期短縮、コスト削減

現在、下着が同社の売り上げの
80％を占めているが、このような一本
足経営では将来的に不安があること
から、松井社長は、Q F Cを前面に押

これらのベルトやバンドはゴム製

ゴム入り細幅織物は現在、かほく市

し出してスポーツや介護、健康など異

で、
「肌に食い込んで痛い」
「ゴムの匂

が全国生産量の約65％を占め、国内

なる分野への進出を加速させたい考

いが気になる」
「ゴムが劣化して切れ

最大の産地である。ただ、近年は、中

えだ。

る」といった声があり、QF Cに変え

国を中心としたアジア諸国との価格

国は“スポーツ立国 ”と“健康寿命 ”

ることで、
不満の改善につなげている。

競争で苦戦している。大手女性用下

の実現に力を入れており、
松井社長は

このほか、介護や農業、運送、製造、

着メーカーと国内最大手のアウトドア

「Q F Cをゴムの代替品として売り込

建設などの業界で重宝される腰部サ

用品メーカーに長年、製品を納入して

み、この分野の売り上げを50％アップ

ポートウェアにもQF C が採用されて

きたマルマツ繊維も例外ではない。

したい」と話し、成長の原動力として

いる。前屈・中腰姿勢をサポートする

こうした状況に危機感を募らせた

育てていく考えだ。

とともに、作業負担を約20％軽減する
ことができる点が支持され、売れ行き
も好調だ。
マル マツ繊 維 の 松 井 宏 充 社 長
は「山屋産業とスクラムを組むように
なってから、用途が広がった。今では
QF Cが全体の売り上げの20％を占め
るまでに成長している」と目を細める。

男性スポーツ選手の
力に耐える生地に
ただ、先ほど紹介したコンプレッ
ションバンドは、男子スポーツ選手
が使用する場合もあるのだが、その
際、引っ張る力が強すぎて生地が元
の形状に戻らずに弾力を失ってしま

売上高の減少を食い止め、増加に転じる切り札と期待している QFC。
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中小企業の総合支援センターとして、
経営課題の解決をサポートする ISICO。
幅広い支援メニューの中から
注目の取り組みを
ピックアップして紹介します。

先輩経営者や支援者との
出会いの場を創出
起業へのチャレンジを後押し

いしかわスタートアップステーション
ISICOは、
起業希望者をはじめ、
起業に関心のあるすべての方を対象としたイベント「いしかわスタート
アップステーション」を6月から12月までの月1回、北陸先端科学技術大学院大学
（JAIST）
が運営する
金沢市内の JAIST金沢駅前オフィスの会場を中心に開催します。大学や中小企業の支援団体、金融機

参加者が起業のア
イデアについて話
し合った交流会。

関、支援機関など県内の関係機関と幅広く連携し、起業を志す人のチャレンジ等を応援していきます。

高まる起業への
関心に応えて開催

の出席者や県内外の起業家、支援者

去最多の154件にまで増えました。昨

を一堂に集めた交流会の開催も予定

年は学生からの応募も過去最高を記

しています。

録し、女性や県外からの参加者も伸

いしかわスタートアップステーショ

こうしたイベントを開催する背景に

びています。実際、北陸新幹線開業

ンは I S I C O やJA I S T、支援機関な

は起業に対する関心の高まりがあり

後の景気拡大を受け、県内では起業

どが連携して開催する主に起業希望

ます。

を目指す人が増える傾向にあります。

者を対象としたイベントです。県内外

I S I C O が2007年度から将来有望

とはいえ、
たとえ起業への意欲やア

で活躍する起業家の講演や懇談会の

な起業家を発掘するために開催して

イデアがあっても何から始めればよ

ほか、ビジネスプランを作成するワー

いるビジネスプランコンテストでは、北

いか分からないという人もたくさんい

クショップなども実施します。定員は

陸新幹線開業前の応募数が1回につ

ます。そこで、企画したのがこのいし

各回約50人で、参加は無料。イベント

き50件程度だったのに対し、開業後

かわスタートアップステーションです。

の最終回となる第7回では、これまで

は100件以上になり、2017年度は過

先輩経営者の話を直接聞いたり、温
めているビジネスプランにアドバイス
をもらったりできるほか、気軽に相談
できるネットワークづくりに役立つ場
を提供することで、起業を目指す人々
の取り組みを後押しするとともに起業
に関心を持ってもらうことが狙いで
す。

学生ベンチャーが
取り組みを発表
7月13日に行われた第2回のイベン
トでは、
学生や起業に興味を持つ人な
自らの経験などを踏まえ、ビジネスプランの発表者にアドバイスした竹田太志さん。
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ど約30人が参加し、ビジネス事例の

発表会やブラッシュアップ会を実施し

ら紹介しました。
一方で「メンバーは学生ばかりで

ました
初めに、新潟県内の私立大学の学

卒業していくため、ビジネスに対する

生が2015年に学生ベンチャーで始め

考え方を継承していくのが難しい」と

た生フルーツかき氷店「スイーツラボ」

課題を挙げ、高野さんも「メンバーが

について、
元代表で現在はJA I S T で

不足気味で、今後スイーツラボを継続

学ぶ清水里紗さんと新潟県内の私立

していくため、他大学と協力する合同

大学の高野あゆみさんが講演しまし

学生ベンチャーを検討しています」と

た。

述べました。
本卓生さんは、
バーチャルリアリティー

清水さんは、消費者からの要望に
応えて新潟のブランドイチゴ「越後
姫」を使ってメニューを開発したこと
や、運営資金を獲得するために新潟

発表内容に発想の手掛かりがないか耳を傾ける参加者。

ビジネスプランに
起業家がアドバイス

（VR）
による職業体験システムの商品
化をテーマに発表しました。吉本さん
は、実際に納品した危険作業訓練シ

市主催のビジネスプランコンテストに

続いて、グラフィックデザインなど

ステムを紹介し、
「感電や爆発、落下

出場して最優秀賞に輝いたこと、プロ

を手掛ける（株）C8L I N K（クリパリ

などの事故を体験でき、安全に訓練

サッカーチーム
「アルビレックス新潟」

ンク）代表の竹田太志さんを講師に、

できるのがメリットです」
と強調しまし

のホームゲームでかき氷を販売できる

「先輩起業家とのビジネスプランブ

た。竹田さんは、今後もV R が発展す

ようになったことなど、事業運営につ

ラッシュアップ会」を実施しました。

るとした上で「最近は採用活動に苦

いてさまざまなエピソードを交えなが

大学生が運営するスイーツラボについて発表した清水
里紗さん
（右）と高野あゆみさん。

金沢大学大学院機械科学専攻修

労している企業も多く、合同企業説明

士1年の川西発之さんが発表したの

会などで学生にV Rで会社の業務を

は、
通勤時に同じ方向に向かう人たち

体験させてアピールする方法もありま

が車を相乗りするためのスマートフォ

す」と新たなアイデアを提供しました。

ンアプリです。
「乗客がドライバーに

中小機構の担当者が北陸の創業・

支払う報酬を金銭以外の物品にする

ベンチャー支援の取り組みを説明し

ことで『白タク』規制を回避できます。

た後、交流会も行われ、出席者たちは

収 益の柱には広告費を考えていま

ネットワークを広げようと積極的に自

す」。そう説明する川西さんに対して

己紹介をしたり、意見を交換したりし

竹田さんは、
「サービスを展開する上

ました。

でクリアしなければならない課題が

いしかわスタートアップステーショ

あります。実証実験で一つ一つ問題

ンは今後も12月まで毎月1回の開催を

を解決していくことが大切です」と指

予定しています。起業に関心がある方

摘しました。

はふるってご参加ください。

（株）双子ゲームス代表取締役の吉

いしかわスタートアップステーション

Ishikawa startup station

若手先輩起業家による講演や参加者同士のディスカッションに加え、県内外の著名な企業家等による講演やベン
チャーの成長に役立つワークショップ、先輩起業家や支援機関によるアドバイス会等を予定しています。
【今後の開催予定】
第4回

9月   7日（金）

第5回

10月10日（水）

第6回

11月  6日（火）

第7回

12月 上旬（予定）

お問い合わせ

（公財）石川県産業創出支援機構 新事業支援課
TEL 076-267-1244
URL https://www.isico.or.jp/site/startupstation
E-mail shinki@isico.or.jp
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イシコ・トピックス

石川県のこだわり商品紹介サイト

女性起業家をサポート

「おしゃべり起業セミナー＆創業相談ウィーク」を開催
ISICO は 7月18日に石川県地場産業振興センター研修室で、
「おしゃべり起業セミ

「いしかわ商品カタログ」
登録商品・随時募集中！
！

ナー＆創業相談ウィーク」を開催し、定員を大幅に超える 48 名が参加しました。

第１部では軒先（株）代表取締役の西浦明子氏が、起業のきっかけや事業内容、

アイデアを形にするまでといった内容を
話し、とてもリアルで興味深い話に参
加者は熱心に耳を傾けていました。交
流会前にはアピールタイムがあり、5 名

が自身の事業やサービスなどについて
発表しました。

第２部の交流会では積極的に交流を

深める姿が見られ、盛況のうちに終わ
りました。

定員を大幅に超える参加者が集まりました。

出展者へ専門家が展示方法をアドバイス

「第86回インターナショナル・ギフト・ショー秋2018」
ISICO は 7 月 25 日〜27 日の 3 日間、
石川県地場産業振興センターの会議室で「第

86 回インターナショナル・ギフト・ショー秋 2018」の出展者向けにディスプレイ指
導会を開催しました。

出展者は展示会本番に向け、実際

に陳列する商品やポスター、什器な
どを持ち込み、専門家からより誘客
効果の高いディスプレイ方法について
学びました。

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

ISICO では、石川県内の中小企業が、
「い

しかわ産業化資源活用推進ファンド」や

「石川ブランド製品認定」等の支援制度を

活用して開発・商品化した食品や伝統工

芸、生活用品等の情報を、百貨店・卸店・
専門小売店、通販会社等のバイヤーの方々

に提供する商品紹介サイト「いしかわ商
品カタログ」を運営しております。

ぜひ、商品情報を登録していただき、

販路開拓支援ツールとしてご活用くださ
い。

■ お問い合わせ

（公財）
石川県産業創出支援機構
販路開拓推進部 販路開拓課
TEL.076-267-1140

9月の本番に向けディスプレイ方法を学びました。

部下のパフォーマンス向上へ、上司に研修

「人材マネジメント塾〜コーチング実践力育成研修」

ISICO は 7 月 31 日に金沢市ものづくり会館で、
「人材マネジメント塾〜コーチン

グ実践力育成研修」第 1 回（テーマは「傾聴」）を開催しました。
セミナーでは、組織やチー

ムを活性化していくためのコ

ミュニケーションのスタンス

FAX

やスキル、コーチングを実践

するポイントと今後の課題発

見、社内での関係性の質を
上げるためのきっかけを得

［発行月］平成30年8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

る方法などについて学びまし
た。

9月まで全4回で開催されるコーチング研修。

