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持続的な成長や
人材の確保・定着に向け、
働き方改革の推進を
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／玉田工業
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未来をひらく
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甘納豆かわむら

制度を活用した取り組み
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フロム・ユーザーズ

（有）油谷製茶

クローズアップ

県内企業が開発した新商品の
PRや販路拡大、
改良に成果

「かがやき屋本店」が9月末で閉店

加賀発条（株）
の皆さん。工程の見
直しや多能工化によって、以前は
月に100 時間あった残業をゼロに
した。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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イシコ・トピックス

巻 頭 特 集

持続的な成長や
人材の確保・定着に向け、
働き方改革の推進を

石川県内の有効求人倍率は 2 倍近い水
準が続き、製造業などさまざまな産業
で人手不足感が広がっている。一方で人
口減少や高齢化による労働力不足に対
応しようと今年 6 月には働き方改革関
連法が成立。魅力ある職場づくりによっ
て人材の採用、定着、活用を図り、成
長につなげようと、働き方の見直しに力
を入れる企業も増えてきた。一口に働
き方改革と言ってもその中身は多岐にわ
たるが、今回の特集では長時間労働の
是正、働きやすい職場づくりに取り組む
県内企業 3 社の事例を紹介する。

case

1

働きやすい職場環境を整備
人を大切にする経営を実践

マンパワーが必要な研究部
門は 増員し、 若手 社 員が
活躍している。

根上工業（株）

能美市道林町ロ 22 番地
TEL. 0761-55-3121
■代 表 者 菅野 俊司
■設
立 1972 年 7 月
■資 本 金 8,000 万円
■従業員数 120 名
■事業内容 機能性ポリマーなどの開発、製造
● http://www.negamikogyo.co.jp

工場は非効率でも日勤のみ
心身への負担を考慮
根上工業はさまざまな製品に機

能性を持たせたり、性能を改善した
りするために使われるポリマー（高

確に応える開発力、製造力で成長

が、それよりも人間らしい生活を維

品メーカーである。同社のポリマー

揮してもらうために、創業以来、受

は話す。また、給与は県内上位クラ

分子化合物）を開発、製造する化学

は化粧品やスマートフォン、パソコン、
電子基板、歯科材料など、幅広い
用途に用いられ、中には極めて特殊

を遂げており、社員に存分に力を発
け継がれているのが人を大切にする
経営だ。

例えば、化学品の工場は 3 交代

な性能を有するものや世界的に高い

制による 24 時間操業が当たり前だ

大手メーカーとの競争が激しい業

は 8 時から 16 時 30 分までの日勤

シェアを誇るものもある。

界だが、同社は取引先のニーズに的

2

が、社員の負担を考慮し、同社で
のみ。
「投下資本利益率は悪くなる

持することが大切」と菅野俊司社長

スで、利益が出れば社員に還元しよ
うと浴室やトレーニングルーム、娯

楽室なども整備。社員の工夫で効

率化が進めば、その分、休日を増や
している。

社員を幸せにして業績を上げる。

そんな経営姿勢が評価され、2013

社員が安心し
て働ける環境
づくりに力を
注ぐ菅野俊司
社長。

合が低いことだった。対策の一環と

結果、設備の運転管理に必要な人

中の社内を見渡すと、仕事に没頭し

低減し、より働きやすい環境を実現

して着目したのが残業だった。勤務
ていて終業時間になっても気付かな
いケースが多いことが分かった。そ

16 時 55 分、17 時 25 分にはチャイ

所得を補償する団体長期障害所得

合わせて、残業時間は月 25 時間以
内を原則とし、超過した社員と上司
には警告メールを送っている。

もちろん、単に残業を減らして、

ん大切にしたい会社」大賞で審査委

仕事に支障が出ては意味がない。そ

からの視察が相次いでいる。

る業務が多い研究部

員会特別賞を受賞し、以来、全国

増員と設備投資で
残業時間を削減
そんな根上工業が 5 年ほど前か

ら新たに取り組み始めたのが残業
時間の削減だ。きっかけは社員の

健康診断の結果で「異常なし」の割

最近では福利厚生をより充実させ

るため、病気やけがによって長期間

ムを鳴らし、帰宅を促すようにした。

究所などが主催する「日本でいちば

した。

こで、17 時までの退社を目標に掲げ、
終業時間である 16 時 30 分、そして

年には法政大学大学院中小企業研

数が半減したほか、臭気や騒音も

にわたり就業が不能になったときの
補償保険に加入したほか、厚生年

金に上乗せ給付する企業年金の導
入も検討。社員がさらに安心して働

ける環境を作ろうと不断の取り組み
を続けている。

こで、マンパワーに頼

門では 27人から38 人
に増員。一方、製造

部門では設備の自動

化、無人化を進めた。
9月末から本格稼働し

た第 8 工場ではこれ
まで手動だった多くの
工程を自動化。その

設備の自動化、無人化を進めた第 8 工場の内部。

case

工程の見直しや多能工化で
月100 時間の残業をゼロに
抜本的に見直すため
掲げる目標は高く
工作機械や産業機械などに組み

込まれるばねを製造する加賀発条で
は、年間 2 万アイテムを最低 1 個か
ら製造する多品種少量生産が特徴

だ。約 20 年前には月 100 時間の残

業が当たり前だったが、働き方改革
を進めることで、現在まで 6 年以上

にわたって残業時間ゼロを継続して
いる。

改 革 のきっか け は、ISO9001、

ISO14001に続き、 労 働 環 境 の 安
全管理に関する国際規格 OHSAS

加賀発条（株）

2

加賀市加茂町ヲの 89 番地の 1
TEL. 0761-77-2351
■代 表 者 吉田 孝之
■設
立 1990 年 8 月
■資 本 金 8,000 万円
■従業員数 23 名
■事業内容 各種ばね製造、ワイヤー加工
● http://www.kagahatsu.co.jp

（オーサス）18001の取得に取り組ん
だことだった。働いている時間を

短くすれば、その分、事故も減る。
吉田孝之社長はそう考え、まずは

月 20 時間を目標に掲げた。一気に
80％の削減を目指したのは、
「精神

論で何とかするのではなく、抜本的
に仕事を見直したかったから」
（吉田
社長）だ。

約 20年をかけて働き方の見直しを続けてきた
吉田孝之社長（左）
と吉田瑛亮専務。

3

まずは、残業発生につながる原因

を徹底的に究明し、作業工程を見
直したほか、ばねを巻くコイリングマ

シン、複雑な形状を作り出すフォー

ミングマシンなどの設備を最新の高
性能機器に更新し、生産性を向上

させた。この間、設備投資にあたっ

て借入条件を有利にするため、財務
体質の改善にも励んだ。

仕事が終われば
全社員が有給休暇取得

加賀発条の工場は女性社員が約半数を占める。ばねの製造は人手に頼る作業も多い。

月20 時間という目標が達成され

なく、工程ごとにチームで仕事の進

と能力の高い人ほど残業代が減り、

残業が必要な場合はチームとして申

る頃、一人一人の裁量に任せている

不満が募るという問題が持ち上がっ

た。残業の少ない有能な社員には
賞与を手厚くするなど対策を打った

ちょくを管理するよう改めた上で、

現在ではさらに取り組みを進め、

月1、2 回ある土曜日の出勤日につい

それでも前工程に比べて後工程

わっていれば、その日に全社員が有

した。

を担うチームでは納期を守るために

業時間の事前申告制だ。個人では

的には社員の多能工化を進め、工

残業が発生しがちだったため、最終

程間の垣根を越えて仕事を助け合
える仕組みを作った。工程ごとに

配置していた責任者を一人に集約
し、工場全体を見渡して人材の配

て、金曜日までにその週の仕事が終
給休暇を取得できるようにした。ま
た、プレミアムフライデーの開始に

合わせ、月に 1 度、所定労働時間
を 15 分短 縮。将来的には所定労

働時間そのものを 15 分短縮するこ
とを目指している。

「人の一生は短い。仕事だけでは

置を最適化するようにした。この結

もったいないので、いろんなことに

達成した。これと前後して2010 年

長。社員の健康、安全を守りなが

果、2012 年 5 月に残業時間ゼロを

効率化を進めるために、ばねを巻くコイリングマシンな
どを最新機種に更新した。

された。

告させ、だらだらとした残業を一掃

が、なかなか社員の理解が得られ
なかった。そこで導入したのが、残

は初めて安全衛生優良企業に認定

に OHSAS18001の認証を取得した

ほか、2015 年に北陸の企業として

チャレンジしてほしい」と話す吉田社

ら社業を発展させる仕組み作りにこ
れからも注力していく考えだ。

case

3

活動時間分析で実態を把握
原因突き止め、残業削減に着手

玉田工業（株）

移動や現場管理、
書類作成に時間費やす

■代 表 者 玉田 善明
■設
立 1957 年 7 月
■資 本 金 5,250 万円
■従業員数 253 名
■事業内容 石油地下タンク、防火水槽など
の開発、製造
● https://www.tamada.co.jp

ガソリンスタンドなどに埋設され
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る貯蔵用地下タンクの製造で国内

トップシェアを誇る玉田工業では例
年、10人ほどの新卒採用を行ってい

る。新入社員の離職率は 1 年以内

金沢市無量寺町ハ 61-1
TEL. 076-267-4888

で約10％、3 年以内で約 18％と厚

プ 3 は「車・電車での移

らに働きやすい職場を目指し、残業

（15.7％）
「
」報 告書・申 請

まず現状を把握しようと実施した

業が本来やるべき「新規・

生労働省の調査結果を下回るが、さ
時間の削減に取り組んでいる。

のがアンケートとヒアリングによる意
識調査だ。その結果、残業が発生

する理由として「取引先の要望に応

えるため」
（59％）が最も多く、労働
時間を短縮した場合、
「仕事の積み

残し」
（58％）を社員が懸念している
ことなどが分かった。

しかし、残業時間を減らす方法と

なると、具体的な意見が少なかった
ため、社内でも残業の多い営業部

動（16.3％）
」
「現場管理

書作成（15.5％）
」で、営
既存顧客との商談、打ち

合わせ」は 3.7％にとど
まっていることが明らかと
なった。

書類作成を
事務員が代行
ノー残業デーも導入
とはいえ、移動の時間を削るのは

営業部門の朝礼風景。その日の帰宅時間を一人一人が
宣言する。

組みを始めた今年 4 月以降、1ヵ月

の残業時間は以前と比べて一人当た

門の責任者や管理部門の社員、外

難しく、現場管理も人任せにするわ

方改革プロジェクト」を立ち上げ、対

したのが代行しやすい書類作成業

第 3 金曜日をノー残業デーに定めた

名を増員し、営業職と連携しながら

て、隔週で出勤していた土曜日を休

部のコンサルタントで構成する「働き
策を練ることにした。

プロジェクトでは手始めに、どの

業務にどのくらい時間を使っている

かを明確にしようと、営業職を対象
に活動時間分析を実施した。する
と、時間を費やしている業務のトッ

けにはいかない。そこでターゲットと
務である。具体的には女性事務員 3
各種書類を作るようにしたのだ。こ

の取り組みについては今年いっぱい

を試行期間と位置づけ、問題点な
どがあれば改善した上で、九州や東

北の拠点にも展開するか、
すべての書類作成業務を本

社に集約して、営業職の残
業削減につなげる計画だ。

同時に、意識を高めても

らうため、営業部門の朝礼

ではその日の帰宅時間を一
人一人が宣言するようにした

ほか、室内にも残業時間の
削減目標を掲示した。こう

した対策が実を結び、取り

り 4 時間ほど削減された。

また、全社的な取り組みとして、

ほか、平日の仕事のやり方を見直し
みとし、完全週休 2 日制を試験的
に実施している。完全週休 2 日制

は特に問題がなければ、来年から
は就業規則を改め、本格導入を予
定している。

このほか、管理本部の山田哲史

人事課長は「当社では製造、建設、
営業、管理、メンテナンスなど、さ
まざまな業種の社員が一つの就業
規則で働いている。多様な働き方を

同じ規則で管理するのは難しく、実

情に合わせて改めていきたい」と話

し、働きやすい職場づくりを目指し、
今後も制度や仕組みの整備、見直
しを重ねる方針だ。

（左）ボトムアップで
働き方改革を進め
る管理本部の山田
哲史人事課長。
（右）めりはりのあ
る働き方を目指して
対策を練る「働き方
改革プロジェクト」
。
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㈱甘納豆かわむら

http://kawamura.luna.weblife.me
金沢市野町2-24-11
TEL.076-282-7000
■
■
■
■
■

代 表 者
設
立
資 本 金
従業員数
事業内容

河村 洋一
2001年3月
300万円
30名（パート含む）
甘納豆やようかんなどの製造・販売

2 色に分かれた「Yôkan」 は、 おしゃれな 和 菓 子として、
地元客・観光客問わずに人気を集めている。

フランスと地 元 の 味 覚が 素 敵にコラボ

2020 年にらみ、
“Yôkan” 開発
東京オリンピックの開催まで2年を切り、国を挙げたビッグイベントへの機運が高まっている。
県内でも金沢市が水泳フランス代表チームの事前合宿地となるなど、受け入れ準備が進んで
いる。スポーツを架け橋に交流促進が期待される中、甘納豆かわむらでは、ISICOの活性化
ファンドを活用し、一足早く石川とフランスをつなぐ新商品「Yôkan」を開発。昨年10月の販
売開始から1年、地元客はもちろん、増える外国人旅行客の心もつかみ、看板商品の甘納豆に
続くヒット商品となっている。

1 本で 2 度、
おいしい
にし茶屋街に店を構える甘納豆かわむらの「Yôkan」

6

河村洋一社長は、
「甘納豆同様、Yôkanも素材のお
いしさを生かした商品です。例えば、フルーツ味のよう
かんはぜいたくに使った果汁が主役で、それに見合った
あん

はそのネーミングが示すように、従来のようかんのイメー

餡を加え、砂糖の甘みはじゃましない程度に抑えました」

ジを覆す新商品だ。一番の特徴は、1 本のようかんにフ

と、商品の出来栄えに胸を張る。爽やかな酸味のある

ランスと石川の食材がコラボレーションし、2 つのおい

フランボワーズや、ほどよい苦味のある能登島産オリー

しさを味わえる点にある。現在、ラインアップは「フラ

ブの葉を使うなど、これまでにない新たなようかんを楽

ンボワーズ＋能登島産オリーブ」
「国造ゆず（能美市）＋

しめると好評だ。当然、食材の組み合わせも、食べ

フランス産青りんご」
「地中海のレモン＋加賀の紅茶」
「フ

進めていった時に味わいが深まるように工夫して選ん

ランスのいちご＋奥能登揚げ浜塩」の 4 種類（1 本、税

でいる。

別 250 円）
。商品はスティック状になっており、押し出

砂糖はオーガニックシュガーを使うなど自然素材にも

しながら筒に付いた糸で好きな量だけ切り分けて食べら

こだわり、香料や着色料、保存料を一切使っていない

れる。

のも特色の一つだ。

5年後の目標額を11カ月で達成
まさに、Yôkan は同社の商品づくりへの思いが詰まっ
た商品であり、昨年 10 月に初めて店頭に並ぶと瞬く間
に人気商品の仲間入りを果たした。通常はようかんの
販売が落ち込む冬場も好調を維持し、売り上げは毎月
右肩上がりで伸びている。同社では、5 年後をめどに
Yôkan で年間売り上げ 2,000 万円を見込んでいたが、
予想を越える売れ行きで販売 11 カ月目の今年 9 月で既
に目標額を上回ったという。
目立った広告を打っていないにもかかわらず、人気が
加速していった背景には SNS がある。2 色に分かれた

甘納豆かわむらでは創業時から変わらず、地域に根ざした店づくりに全力を傾
けている。

種類を増やし、
法人化も視野

色鮮やかなようかんはインスタ映えすると評判で、若い

同社では現在、加賀野菜の加賀れんこんや七尾市特

女性が続々と SNS にアップしており、口コミの広がりが

産の中島菜などを使った Yôkan の開発に取り組んでお

着実な販売実績につながっているようだ。加えて、地元

り、ゆくゆくは 10 種類程度まで増やす計画だ。ライン

でリピーター客をしっかりとつかんだことも、売り上げを

アップが充実し販売が軌道に乗れば、ようかん部門を

大きく押し上げる要因となっている。

独立させて法人化する青写真も描いており、新店舗を立

活性化ファンド採択で開発に弾み
同社が Yôkan の開発をスタートしたのは、約 2 年前

ち上げ、Yôkan を主力としながら甘納豆かわむらでは
難しかった新たな商品開発にも積極的に乗り出していく
考えだという。
とはいえ、同社ではやみくもに拡大路線にかじを取っ

からだ。ただ、
河村社長には、
それ以前から上に海外産、

ているわけではない。むしろ、大都市圏の百貨店など

下に国内産の食材を使い、1 本で異なる味を楽しめるス

からイベント出展などの誘いがあっても断ることがほと

ティック状ようかんのアイデアがあったという。その構想

んどで、にし茶屋街の実店舗で地元客を第一に考えた

を具体化する後押しとなったのが、2017 年度に訪日外

販売に力を注いでいる。
「金沢以外で唯一、商品を出す

国人をターゲットに土産品を開発する企業向けの東京オ

としたらフランスです。日本各地で味わえる“Made in

リンピック・パラリンピック枠を新設した ISICO の活性

Japan” ではなく、“Made in Kanazawa” の和菓子と

化ファンドである。

して、歴史と文化が

活性化ファンド採択を視野に、外国産の食材は 20

息づく美食の街への

年に金沢市で事前合宿を行うフランス水泳代表チームに

挑戦を夢見ています」

ちなんでフランス産、国内産はより絞り込んで石川県産

と河村社長。その未

を使うことを決めた。県産食材に関しては、活性化ファ

来に向けて、Yôkan

ンドの採択式に出席した際、同じ採択企業の（株）
奥能

の開発は同社にとっ

登塩田村（珠洲市）
と接点ができ、それを機にフランス

て重要な一里塚と言

産のイチゴと 400 年以上続く揚げ浜塩の組み合わせが

えるだろう。

生まれた。国造ゆずや能登島産オリーブの生産者と知
り合ったのも、活性化ファンドを通して人的ネットワーク
が広がったからだ。
「石川県にはいい食材がたくさんあ
るが、流通ルートが確立されていないものも少なくなく、
試作品を作るのにも苦労しました。そんな中、
活性化ファ
ンド採択が商品化に向けて大きな弾みとなりました」と、
河村社長は振り返る。

働きやすい職場づくりにも力
を入れており、
「有 給 休 暇を
全て取得するよう促していま
す。使えなかった日数分は賞
与に加算しています」と河村
洋一社長。
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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。

各種支援制度の利用者に聞く

遠赤外線で浅煎りした棒ほうじ茶。
あぶら た に

（有）油谷製茶
宝達志水町荻市チ52

TEL. 0767-29-2057

代 表 者		 油谷 祐仙
創
業		 1918年
■資 本 金
1,000万円
■ 従業員数
5名
■ 事業内容
茶葉の加工、販売
● http://cha-aburatani.com
■
■

棒ほうじ茶の香りを
高め、生 産量も向
上させた遠 赤外線
ドラム焙煎機。

次 世 代 フ ァンド で 新 型 焙 煎 機 を 導 入

お茶の香りも生産能力も大幅アップ
茶葉を煎茶やほうじ茶などに加工する油谷製茶は昨年3月、ISICOの次世代ファ
ンドの助成金を活用して新型の焙煎機を導入した。これは大手飲料メーカーに
ペットボトル飲料用として提供するほうじ茶葉の増産要望に応えるためで、従来機
ほう
より高温で茶葉を焙じられるようになった結果、お茶の香りが高まり、生産能力
も向上した。

焙煎温度が100℃上がり
かぐわしさ増す
油谷製茶が導入したのは、棒ほう

だ後の茎の部分だけを使った棒ほう
じ茶が広く普及し、その香り成分の含
有量は葉ほうじ茶に比べ1.5倍にも上
る。

うになった。
焙煎温度を高めたことで副次的な
効果もあった。旧型機では一度の焙
煎に18分を要したが、新型機では8分
に短縮し、生産能力が旧型機に比べ
50％もアップしたのだ。

新旧の特徴生かし
より高品質な茶葉に

じ茶を焙煎するための遠 赤外線ド

この棒ほうじ茶の特徴である香ば

ラム焙煎機だ。新型機の特徴は何と

しい香りをさらに引き上げるために導

旧型機では茶葉の温度を焙煎中の

言っても従来機を大きく上回る高温

入したのが新型機だ。旧型機が一つ

茶葉の色や香り、肌で感じる熱から予

で焙煎できる点にある。

の熱源で焙煎していたのに対し、熱

測するため、焙煎中は油谷祐仙社長

ほうじ茶は、全国的には煎茶や番

源を二つ備える新型機では、これまで

がつきっきりで焙煎機の温度を調整

茶などを焙煎したものが一般的で、

200℃程度だった焙煎温度を300℃に

し続ける必要があったが、こうした焙

日本茶の中でも特に独特の香ばしさ

まで高めることが可能になり、香りが

煎作業の負担も大きく軽減した。

がある。一方、石川県では茶葉を摘ん

より際立つ棒ほうじ茶を製造できるよ
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新型機は焙煎中の茶葉の温度を計

測する温度センサーを搭載しており、

幹線金沢開業という石川・金沢に注

油谷社長は「エアコンのようにボタン

目が集まるタイミングだったことも手

を押すだけで思い通りの温度にでき、

伝って、3週間で欠品するほどの売れ

常時そばにいる必要もなくなった」と

行きだったという。

話す。

2016年夏にはセブンイレブンや

とはいえ、焙煎温度を高くすること

ローソンなど大手コンビニもこの商品

には懸念もあった。それは、焙煎温度

を取り扱うようになり、
当初はスポット

が高いほどほうじ茶の香りは強くな

で6トンの予定だったが、茶葉の出荷

るが、その分だけお茶のうま味が薄く

量はすぐに3倍以上に切り替わり、発

なってしまうことだ。

注量はその後、急カーブで増えていっ

この問題を、旧型機で焙煎した茶葉

た。そんな折、増産とともにポッカか

と新型機で焙煎した茶葉をブレンドす

ら求められたのが、ほうじ茶の香りを

ることで解決した。旧型機で焙煎した

さらに高めることだったわけだ。

茶葉は香りこそ新型機に及ばないも
ののうま味は十二分にあり、互いの長
所を生かして品質を高めたわけだ。

次世代機の研究進め
パウダーも増産へ

風味を客観的に評価してもらおう
と、県工業試験場に分析を依頼し、う

近年のほうじ茶ブームと相まって、

ま味の低下を最小限に抑えつつ、香

ポッカからの注文量は依然として増

りが大きく向上したという結果を得て

え続けており、このままでは遠くない

いる。

うちにさらに新しい焙煎機を導入し

大手飲料メーカーへの供給で
発注量が急増

なければならない状況だ。
しかし、現在のように茶葉をブレン
ドしてほうじ茶の香りと味を維持する
には、焙煎機を2台同時に導入しなけ

こうして生み出されたほうじ茶葉

ればならず、資金面でも物理的な設

は、大手飲料メーカーのポッカサッポ

置スペースにもそこまでの余裕はな

ロフード&ビバレッジ（以下ポッカ）

い。そこで、油谷社長は、1台の焙煎

にペットボトル飲料用として納められ

機で香りと味を両立させる手法を開

ている。そもそも、両社が取引を始め

発中で、おおむね実現のめども立ちつ

たきっかけは2014年11月、ペットボト

「石川の棒ほうじ茶が全国でこれだけ受け入れられたの
はうれしい」と話す油谷祐仙社長。

つある。
また、ポッカとは異なる食品メー
カーから、ラテやスイーツに混ぜてほ
うじ茶のフレーバーを楽しむほうじ茶
パウダーの注文も急増しており、油谷
製茶では茶葉をパウダー化する粉末
加工機の新調、増設も検討している。
増え続ける茶葉の注文に応えながら
も、油谷社長の視線はしっかりと先を
見つめている。

ルのほうじ茶を企画していたポッカ
から、
香りの強い棒ほうじ茶の茶葉を
供給してほしいと担当者が訪ねてき
たことだった。
油谷社長は当初、棒ほうじ茶の香
ばしさをペットボトルで再現できるか
疑問を持っていた。しかし、茶葉のサ
ンプルを提供したところ、しばらくし
て届いた試作品の出来は十分なクオ
リティーを実現していたことから、す
ぐに商品化が決まった。2015年8月
末に「加賀 棒ほうじ茶」として、J R
東日本の路 線にある駅構内の自動
販売機で販売を開始すると、北陸新
油谷製茶が小売りする「加賀 棒ほうじ茶」の茶葉。パッケージデザインはポッカの監修を受けている。
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「かがやき屋本店」が9月末で閉店

チャレンジコーナーでの試食販売の様子

936アイテムを販売
約14 万人が来店
かがやき屋本店では約 40 平方
メートルの売り場で、県内企業が
活性化ファンドの助成金を使って
開発した商品や石川ブランドの認
定製品などを陳列、販売しました。
菓子や加工食品、飲料などを中心
に、扱った商品の種類は 936アイ
テムに上ります。
運営にあたっては、ISICO のス
タッフが視覚に訴えかけるような
ディスプレーで商品を演出したり、
季節や行事に合わせた企画を催し
たりと商品の魅力を消費者に発信
するため工夫を重ねてきました。
中心市街地に立地し、集客力の
ある百貨店に設置したこともあり、
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県内企業が
開発した新商品の
ＰＲや販路拡大 、
改良に成果

「かがやき屋本店」の店内

「石川のこだわりショップ かがやき屋本店」は ISICOが香林
坊大和（金沢市）の地下 1 階食品売り場で運営してきた県
内企業のためのアンテナショップです。2015 年 3月のオー
プン以降、多くのお客様に利用していただき、出品する県内
企業からも好評をいただいていましたが、事業期間の終了に
伴い 9月 30日に閉店しました。ここではかがやき屋本店の
3 年半の成果を振り返ります。
営業期間中には累計でおよそ14 万
人が来店。売り上げもオープン以
降、右肩上がりで増え、9月21日か
ら 30日まで開催した
「感謝セール」
も大勢のお客様でにぎわいました。

オリジナルの詰め合わせ
ギフト用に人気
ISICO がかがやき屋本店をオー
プンした目的の一つは県内企業が
開発した新商品を PR し、販促に
つなげることでした。活性化ファン
ドなどを利用して商品開発に取り
組む中小企業が実店舗を持ってい
ないケースもあるため、ここでしか
手に入らない商品もたくさんありま
した。ちなみに人気が高かったの
は（株）真田製あん（金沢市）の「金

澤あんスプレッド」、近岡屋醤 油
（株）
（宝達志水町）の「ヤマチ醤油
柚子ポン酢」、キャラバンサライ
（株）
（金沢市）の「加賀の紅茶ブラ
ンデーケーキ」
といった商品でした。
地元客の中には商品を気に入っ
て何度も足を運んでくれる人も多
く、自宅用はもちろん、贈り物や
引出物など、幅広い用途で利用さ
れました。中元や歳暮の時期には
セット商品の販売も好調で、異な
る企業の商品を複数組み合わせた
かがやき屋本店オリジナルの詰め
合わせも人気を集めました。

対面販売で
商品を詳しく説明
かがやき屋本店の目玉と言える

のが、目にとまりやすい通路に面
した場所に設けた「チャレンジコー
ナー」です。ここは出品企業の社
員らが販売員、説明員となって試
食販売や実演販売を行うスペース
で、オープン以降、延べ 55の企業・
団体が利用しました。お客様と直接
言葉を交わし、商品の特徴につい
て詳しく説明できると好評で、2 度、
3 度と利用する企業・団体もあった
ほか、味や容量、パッケージなどに
ついての感想を聞き、商品の改良に

つなげた事例も少なくありません。
かがやき屋本店での販売にとど
まらず、ISICO の販路開拓アドバイ
ザーが出品企業と首都圏・関西圏
の百貨店や商社のバイヤーとマッ
チングし、販路が県外にまで広がっ
た商品もありました。また、出品
をきっかけに ISICO が主催する商
談会やイベントに参加し、新規取
引先の獲得につなげた企業もあり
ました。
「県内企業が開発したこだわり商

品の販路拡大に一定の役割を果た
すことができた。私たちとしても
消費者のニーズを肌で感じる貴重
な機会となった」。そう振り返るの
は、かがやき屋本店の運営担当者
です。かがやき屋本店は閉店しま
したが、ISICO は引き続き県内企
業の販路開拓を支援していきます
ので、お気軽にご相談ください。

VOICE
かがやき屋本店の運営にご協力いただいた
大和のフロア責任者にお話を伺いました。

かがやき屋本店で商品を販売した
2 社にお話を伺いました。
出 品 企 業 から一言

近岡屋醤油（株）［宝達志水町］
代表取締役

近岡志緒美 さん（左）／近岡由紀さん（右）

かがやき屋本店では杉樽木桶で 2 年間、
じっくりともろみを熟成させて作った「杉
樽醤油」やこれをベースにした「柚子ポン酢」などを販売しました。地
域を代表する百貨店で販売できて誇らしく思いましたし、商品の知名
度や信頼感もアップしたと感じます。お中元やお歳暮、結婚式や法事
の引き出物としてセット商品の大口取引にもつながりました。
チャレンジコーナーでの店頭販売にも何度か取り組みました。普段は豆腐につけて試食し
てもらうのですが、隣の福寿園さんの提案で出がらしの茶葉に柚子ポン酢をかけて提供した
こともありました。店頭販売は販促はもちろん、消費者の声を直接聞く貴重な機会となり、
その声を取り入れて小容量のお試しサイズをラインアップに加えました。
かがやき屋本店が 閉店するのは寂しいですが、新たな商品開 発や販 路開拓に向け、
ISICO さんにはこれからも気軽に相談したいと思っています。

出 品 企 業 から一言

ベリースマイル［能登町］
代表

駒寄美和子 さん

ベリースマイルは能登町のブルーベリー農家 6 軒で作るグループ
で、加工品の開発、販売を手がけています。看板商品は活性化ファ
ンドの助成金を活用し、日本で初めて開発した「発酵ブルーベリー」の果実とソースです。芳醇
な香りとジューシーな食感が自慢で、これをベースに、ISICO さんから紹介を受けた菓子店など
に協力してもらい、アイスクリームやチーズマンジュ、どら焼き、パンなども商品化しました。
こうした商品を販売するにあたって、販路を持っていない私たちの助けとなったのがかがや
き屋本店でした。販売ノウハウも皆無でしたが、ISICOさんが値札やポッ
プの作成、レジ業務や包装をやってくれるので、私たちはお客様への
説明に専念できるのがありがたかったですね。出品をきっかけにホテル
や百貨店などとの商談会にも参加し、ANAクラウンプラザホテル金沢や
金沢国際ホテル、高島屋との取引につながったことも大きな成果でした。

（株）大和 香林坊店
営業第一部長 近藤寛純 さん
地方のデパートと中小企業の支援機
関が連携する例は全国にあります。しか
し、その多くは売り場の一角に商品を
並べるだけにとどまっていて、かがやき
屋本店のように販売スタッフが常駐し、
週替わりで試食販売コーナーを企画し、
県内各地の生産者自らが対面販売する
取り組みは極めて珍しいと思います。
かがやき屋本店では百貨店では普段
扱わない “ 地元の隠れたいいもの ” を
販売しており、これらを目当てに毎日大
勢のお客様が来店されました。また、
能登や加賀まで足を延ばさないと手に入
らない商品がアクセスのいい街中で買え
るとあって観光客からも好評でした。
香林坊大和には県内はもちろん、週
末には富山や福井、長野、岐阜と広域
からお客様が来店されます。かがやき
屋本店に出品された皆さんにとっては、
販売 促 進や認知度アップはもちろん、
いろいろな地域の方の意見を聞き、マー
ケティングに生かす貴重な機会となっ
たのではないでしょうか。対面販売で、
皆さんが一生懸命にお客様に商品の特
徴を説明したり、試食を勧めたりする
様子は、大和のスタッフにもいい刺激
になったと思います。
閉 店 は とて も 残 念 な の で す が、
ISICO さんとはまた違ったかたちで連
携できることを期待しています。
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イシコ・トピックス

人材獲得へのホームページ対策とは

「採用難＆人手不足時代のWeb活用セミナー」
ISICO は 9 月 6 日に石川県地場産業振興センター研修室で、
「採用難＆人手不

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（東京･銀座）
イベントコーナーでの
試食販売出店者の募集

足時代の Web 活用セミナー」を開催し、定員を超える 35 名が参加しました。
Web 活用の専門家に、有

～アテンド不要で試食販売ができます！～

望な人材を得るには今どん
な対策が必要なのか、ホー

方法と SNS の活用などにつ

ISICOでは、県内中小食品加工メーカー等
の販路開拓を支援するため、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（東京都中央区銀座）
」のイベン
トコーナーにて、試食販売によるテスト
マーケティング事業を実施しています。

者は熱心に耳を傾けました。

★時期

ムページには何を載せておく

べきなのかといった点や、動
画をホームページに生かす

いて講演していただき、参加

定員を超える参加者が集まり、
関心の高さを伺わせました。

店頭でリアルタイムに情報を発信！

「お店で発信！iPhone／iPad撮影講座」

ISICO は 9 月 13 日、 こま つ 芸 術 劇 場 うら ら の 会 議 室 で「 お 店 で 発 信！

★場所

いしかわ百万石物語・江戸本店
イベントスペース

★対象

首都圏に販路開拓を希望する
県内中小食品加工メーカー等

★付帯条件

iPhone ／ iPad 撮影講座」と題したセミナーを開催しました。

セミナーでは、能美市で写真館を

営む「フォトアトリエ・アディ」フォト

★締切

グラファーの堀光治氏を講師に招き、
iPhone や iPad に標準搭載されてい

るカメラアプリを使い、撮影のコツや
おすすめツールの情報、撮影後の加
工方法などについて学びました。
実際に撮影しながらノウハウを学ぶ受講者の皆さん。

2019 年 3月31日まで

（原則 2 日間をワンセットとします）

実施希望日の前月10日まで
に、Ｅメールで申請書を提出
ください。
2019 年 1月31日
詳細情報は下記URLより
ご確認ください。

https://www.isico.or.jp/support/dgnet/d40207.html

■ 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

出展効果を最大に！

「第2回CEATEC出展プロジェクト」
ISICO は、10 月に開催される「CEATEC

JAPAN 2018」に石川県内 IT 企業ととも

に出展いたします。今年から参加する企

業に対して、出展効果が最大になるよう

に、ワークショップ形式での「出展プロ

ジェクト」を実施しました。参加企業は、
展示会での新規顧客アプローチについ

FAX

て商品の展示方法や心に刺さるプレゼン

テーション方法などについて学びました。

展示会での効果的なプレゼ
ンテーションを検討しました。
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