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年間1万個を販売
　

　能登町の小木港は、函館や八戸と並

んでイカの水揚げが多い三大漁港の一

つとして知られる。小木港に揚がった

船内急速凍結イカの中でも、鮮度管理

が行き届き、品質の優れたものだけを

使って「お刺身用一本釣イカ」や干物

などを加工、販売しているのが石川県

いか釣生産直販協同組合だ。

　そんな同組合が活性化ファンドの助

成金を活用して開発したのが「いか屋

さんの炊き込みご飯の素」である。短

冊状の真イカ（スルメイカ）がたっぷり

と入っており、3 合分のお米と一緒に

炊飯器で炊くだけで、イカのうま味が

感じられるおいしいご飯に仕上がる。

　2009 年の発売後、県内の道の駅や

土産物店をはじめ、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」などへ販路が

広がり、多い年には 1 万個を販売する

人気商品となっている。

　その後、姉妹品として「能登いか屋

さんのイカ墨パエリアの素」も商品化

した。本場スペインではイカ墨パエリ

アに具材を入れないのが一般的だが、

もちろんこの商品には小木港産の真イ

カが入っている。炊飯器で手軽に本格

的なイカ墨の風味とプリプリとした真

イカの食感が楽しめるパエリアができ

るとあって、リピーターから厚い支持

を受けている。

常温で日持ちする商品を
　

　同組合を設立したのは前田幸子代表

の父親である善栄さん（故人）だ。善

栄さんは、大型イカ釣船の親方を長年

務めながら、「獲れたてを船内で凍結

させた小木港の船凍イカを全国の方に

知ってほしい」と 1980 年頃から業界

に先駆けて、イカの加工と産地直送に

よる販売に乗り出した。

　とはいえ、商品のほとんどは冷凍保

存が必要で、冷凍庫のない店では販売

できず、持ち歩くのにも適していない。

そこで、常温でも日持ちして、さらに

使い勝手も便利なレトルト食品であれ

ば共働きの夫婦や子育て世代にも自慢

のイカを食べてもらえるのではと考案

したのが炊き込みご飯の素だった。

　開発にあたっては試作を繰り返して

イカの形状やサイズ、味付け、具材な

どを検討。既存の顧客にサンプルを

送ってアンケート調査も実施し、その

結果をもとに、より食べ応えを感じら

れるようイカの分量を増やすなど改良

を加え、商品化した。

一時間で5人分の働き
　

　小木港産のイカをもっと多くの人に

食べてもらうため、2015 年に再び活

性化ファンド事業の採択を受けて導入

したのが、イカのセパレート機とゲソ

処理機である。

　セパレート機はイカの胴体を切り開

いた後、内臓を取り除き、ゲソを切り

落とす機械だ。ゲソはその後、ゲソ処

理機にかけられ、目と口を取り除く。

　こうした作業は従来、人手に頼って

いたが、職人の高齢化が進むとともに、

今後人材確保が難しくなることを見越

して、導入を決めた。セパレート機は

2016 年から創業者であ
る父の跡を継いで商品開
発や販路開拓に取り組む
前田幸子代表。

成功のエッセンス

■ 便利で扱いやすいイカ加工商品を開発

■ 熟練した職人の減少を見越して機械化

■ 業務用などにもバリエーションを拡充

小木港産の新鮮なイカを
「炊き込みご飯の素」
「カットいか焼き」に

石川県いか釣生産直販協同組合
CASE 02

活性化ファンド採択メニュー
・2008 年度　産業化資源活用事業（商品開発・事業化支援）
・2015 年度　農商工連携事業（一次加工施設整備支援）

石川県いか釣生産直販協同組合
鳳珠郡能登町宇出津井字 10
TEL.0768-62-3673
　● 代 表 者 前田 幸子
● 設 　 立 1992 年 6 月
● 資 本 金 1,000 万円
● 従業員数 10 名
● 事業内容 水産物加工販売
　https://www.ikaturi.jp
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最大 1 時間に 2,000 枚を処理する能

力があり、これは 5 人が 1 日がかり

でさばく量に相当する。

　同組合では干物のように形をきれい

に仕上げなければいけないイカを熟練

した技術を持つ職人がさばき、そのほ

かのイカの加工についてはこうした機

械を活用することで、大幅な作業の効

率化を実現した。

価格高騰をバネに
　

　機械の導入に合わせて、力を入れ始

めたのが短冊状などにカットしたイカ

を使った商品開発だ。

　例えば、食べやすいサイズにカット

したイカに味付けし、フライパンで炒

めたり、電子レンジで加熱調理する

だけで食べられるようにした「いか焼

き」もその一つだ。従来はキムチ味だ

けだったが、2017 年にはバター醤油

味、塩炒めレモン風味、生
しょうが

姜味噌味と

ラインアップを拡充。一般消費者向け

に販売するほか、食材宅配サービスに

も採用され、2017 年度には 1 万 6,000

パックを販売。2018 年度には 6 万

7,000 パックの販売を見込む。

　また、2018 年からは短冊状やリン

グ状にカットしたイカを飲食店や食品

加工会社に業務用として販売する事業

もスタートさせた。

　こうしたカット品に力を入れる背景

には、2016 年から続く不漁による価

格の高止まりがある。同組合の古くか

らの有力な販路の一つは全国の郵便局

のカタログ販売だが、浜値の急騰に

伴ってやむを得ずイカの枚数を減ら

し、値上げしたところ、採用を見送ら

れるケースが相次いだのだ。そこで新

たな商品を開発しようと着目したのが

カット品であり、これには近年獲れる

イカのサイズの小型化に対応できるメ

リットもある。

　創業者の思いを受け継ぎ、「どんな

状況でも、お客様に新鮮でおいしいイ

カをお届けしたい」と話す前田代表。

不漁が続く間は、カット品を使った商

品開発を加速させ、活路を開いていく。

短冊状にカットしたイカを使って商品化した「能登産いかのバター醤油焼
き」。写真は野菜を加えた調理例。

イカのセパレート機。胴体を開き、内臓とゲソをより分けてくれる。大幅な
省力化が実現した。

いか屋さんの
炊き込みご飯の素
能登・小木港産の真イカ（スル
メイカ）がたっぷりと入ってお
り、使い方はお米と一緒に炊飯
器で炊くだけ。イカの香りが食
欲をそそる。3 合用 180g 入り
で 648 円（税込み）。



年間通して12℃前後
　

　宗玄酒造が活性化ファンドのサポー

トを受けて開発したのはトンネル内で

貯蔵、熟成させた日本酒である。

　トンネルは 2005 年に廃線となった

「のと鉄道能登線」で約 40 年にわたっ

て使われていたもの。全長 130m、幅

4m、高さ 5m のトンネルのうち、中

央部の 80 ｍを貯蔵庫として整備し、

「隧
ずい

道
どう

蔵
ぐら

」と名付けた。トンネル内部

は年間を通して日本酒の熟成に適した

12℃前後に保たれている上、品質を劣

化させる光が差し込むこともない。「一

定の温度でじっくりと熟成させること

で角がとれ、飲みやすくまろやかな味

になる」。そう笑顔を見せるのは同社

の徳
とくりきさとる

力暁社長だ。

　蔵の名前を冠した新銘柄の日本酒

は、同社に併設した販売店や県内の酒

店、JR 金沢駅などで販売し、毎年安

定した売れ行きをみせている。

　また、販促策の一環として発売と同

時に発足させたのが「隧道蔵オーナー

倶楽部」だ。これはトンネル貯蔵酒 6

本以上を購入し、年間 1,080 円の維持

管理費を支払うと、何年でも好きな期

間、隧道蔵で日本酒を貯蔵しておける

仕組みである。熟成による風味の変化

を楽しもうと、2013 年の発売以降、

オーナー数は年々増加しており、今で

は累計約 220 人を数える。旅行口コ

ミサイトで紹介され、旅の記念にと

オーナーになる外国人客もいる。

二重の木製扉が結露防ぐ

　「最近は新酒の人気が高いが、いい

造りの日本酒は熟成した方がおいし

い。熟成酒を新たなラインアップに加

隧道蔵
1 年を通して 12℃前後に保た
れるトンネル内で 1 年以上熟
成させた日本酒「隧道蔵」。純
米酒、本醸造原酒、本醸造、
剣山があり、写真は一番人気
の純米酒（720ml/1,700 円 /
税込み）。バックに見えるの
はトンネルを活用した蔵の内
部。6 本以上を購入、貯蔵す
るオーナーはいつでも蔵の中
を見学することができる。

北陸初のトンネル貯蔵に挑戦
熟成進み、味わいまろやかに

宗玄酒造
CASE 03

活性化ファンド採択メニュー
・2012 年度　産業化資源活用事業（商品開発・事業化支援）
・2017 年度　産業化資源活用事業（海外展開支援）

6

宗玄酒造（株）
珠洲市宝立町宗玄 24-22  TEL. 0768-84-1314
　● 代 表 者 徳力 暁
● 創 　 業 1768 年
● 資 本 金 1,260 万円
● 従業員数 24 名
● 事業内容 日本酒の製造、販売
　https://www.sougen-shuzou.com
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え、その魅力を伝えたい」。トンネル

貯蔵酒の出発点となったのは、徳力社

長のそうした思いだった。また、東日

本大震災を踏まえ、電気を使わず、津

波にも強い高台のトンネルを貯蔵庫

として使えば、災害時のリスク分散

につながるとの考えも事業化を後押

しした。

　トンネルでの貯蔵は北陸初の取り組

みだが、全国ではいくつかの事例があ

り、これらを視察して蔵を整備する際

の参考とした。例えば、トンネルの両

端をふさぐ扉について、他社では鉄製

扉を採用していたが、宗玄酒造では木

製扉を採用し、かつ二重にした。これ

は外気との温度差で蔵の内部に結露が

発生するのを防ぐためだ。

　こうした先行事例の視察、ラベルや

パッケージのデザイン、PR 用パンフ

レットの作成には活性化ファンドの助

成金を活用した。

　

トロッコ鉄道も人気に

　ところで、トンネル貯蔵酒の中でも

土産用のものには、愛らしいキャラク

ターがあしらわれている。このキャラ

クターは隧道蔵と合わせて整備された

「奥のとトロッコ鉄道」のマスコット

「のトロ」である。

　奥のとトロッコ鉄道は「せっかくな

らばトンネルの向こう側に広がるきれ

いな景色を観光資源として生かした

い」（徳力社長）とレールを再敷設し、

電動アシスト付きの足こぎ式トロッコ

で走れるようにしたものだ。隧道蔵か

ら旧のと鉄道恋路駅までの約 270m を

走行できるようになっており、眼下に

恋路海岸を一望する景色を楽しめる。

　開業した 2013 年以降、北陸新幹線

の開業効果もあって、着実に利用者数

が増え、昨年度は約 4,500 人が乗車。

奥能登の新たな観光スポットとして人

気を集めるほか、酒蔵への誘客、新た

なファン層の開拓にもつながっている。

　日本酒のトンネル貯蔵やトロッコ鉄

道事業といった取り組みは、奥能登エ

リアの活性化に寄与すると評価され、

2013 年のグッドデザイン賞に選ばれ

ている。

欧州6カ国に販路

　こうした取り組みに続き、宗玄酒造

では 2017 年から再び活性化ファンド

の支援を受け、ヨーロッパ市場の開拓

に挑戦している。

　「和食がブームになっているとはい

え、ヨーロッパで食中酒と言えばやは

りワインが主流。また、中国製の粗悪

な日本酒が多いため、おいしくないと

思っている人も多い。そのイメージを

払拭し、食事とともに楽しめる本物の

おいしい日本酒を広めたい」（徳力社

長）。

　切り込み役として開発したのが

「Sword of Samurai（ソード・オブ・サ

ムライ）」だ。これは石川県オリジナ

ルの酒造好適米「石川門」を使用した

純米酒で、現地の料理に合うよう、味

わい深く酸味が強く感じられるよう工

夫した。

　2018 年 5 月に開かれたイタリア最

大のワイン展示会「ヴィニタリー」の

日本酒審査会では 5 つ星の最高賞を受

賞。同年 10 月にパリで開催された展

示商談会「Salon du Sake（サロン・デュ・

サケ）」でも好評を得た。現地で日本

酒ソムリエを養成するため、社員を

講師として派遣するなど、日本酒の普

及に向けて手を尽くしている。

　現在、イタリアやフランス、ドイツ、

スペイン、デンマーク、イギリスの有

名レストランで採用されるなど、滑り

出しは順調だ。徳力社長は「将来、取

扱量が増えれば現地で熟成させたい」

と話し、ヨーロッパ市場でも熟成させ

た日本酒の普及を目指している。

2018 年 10 月にパ
リで開催された展
示 商 談 会「Salon 
du Sake」。バイヤー
から好評を得た。

日本 4 大杜氏の一つ、能登杜
氏発祥の地から日本酒のおい
しさを発信する徳力暁社長。

写真下）トンネル貯蔵酒には、
奥のとトロッコ鉄道のマスコッ
トキャラクター「のトロ」をデ
ザインしたラベルもある。

写真上）ヨーロッパ向けに
開発した純米酒「Sword 
of Samurai」。 左 は 創 業
250 周年の記念グラス。

成功のエッセンス

■ 新たな味わいを引き出す個性的な貯蔵法

■ 好みで熟成可能なオーナー制度で顧客開拓

■ レジャー施設との相乗効果で酒蔵に誘客
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将来の成長エンジン創出へ
弁当箱をアメリカ市場で販売

4年目から売り上げが安定
　

　山中漆器を製造、販売する竹中は、

活性化ファンドへの採択をきっかけ

に、主力商品である弁当箱の販路をア

メリカへと広げている。

　弁当箱は PET 樹脂にウレタン塗

料で塗装したいわゆる近代漆器で、

「BENTO BOX」の商品名で販売してい

る。2012 年の取引開始以降、アメリ

カ市場に合わせてサイズや形状、カ

ラーバリエーションの見直しを重ね、

現在は 1 段タイプを 2 種類、2 段タイ

プを 3 種類展開する。日本と違って、

柄やイラストが描かれた弁当箱は敬遠

されるため、すべて無地で、それぞれ

12 ～ 15 色をそろえている。

　当初 3 年間の売り上げは横ばいだっ

たが、弁当箱に対する認知度が上がる

と同時に、大手の生活雑貨専門店での

取り扱いが始まったことから、4 年目、

5 年目には売り上げが安定し、軌道に

乗りつつある。

年3回、現地でPR
　

　同社が海外展開に取り組んだのは、

長い目で見ると人口減少、少子高齢化

などによって国内消費がマイナスにな

るため、事業を発展させるには、新た

な販路が必要と考えたからだ。

　拡販に向けては、ニューヨークとシ

カゴで開かれる生活雑貨の展示商談会

に年 3 回出展している。アメリカでは

日本のような弁当箱は一般的でなく、

竹 中
CASE 06

BENTO BOX
竹中が海外で販売する弁当箱。美しい色つ
やが高く評価されている。優れた耐久性、
電子レンジや食器洗い乾燥機にも対応する
利便性、汁がもれず、2段タイプの場合は
食べ終わった後、コンパクトに収納できる
機能性も好評だ。容量は日本のものに比べ
て50％ほど多く、内ぶたにフォークを固
定できるようになっている。

活性化ファンド採択メニュー
・2012 年度　産業化資源活用事業（海外展開支援）

（株）竹 中
加賀市山中温泉上原町ワ 562
TEL.0761-78-0962
　● 代  表  者 竹中 俊介
● 創　　業 1925 年 4 月
● 資  本  金 1,000 万円
● 従業員数 17 名
● 事業内容 漆器の製造、販売など
　http://www.craft-recipe.net
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サンドイッチを食品保存用の容器や袋

で持参する人が多い。弁当箱そのもの

がほとんど認知されていない状況から

のスタートだったが、思ったような成

果が得られなくても、毎年粘り強く出

展を続けることで、バイヤーや消費者

への浸透を図った。

　また、バイヤー向けに商品を紹介す

るホームページを開設したほか、東海

岸と西海岸に一カ所ずつ在庫管理の拠

点を設け、現地企業に商品管理を任せ

ることで、広大なアメリカの各地にス

ピーディーに納品する態勢を整えた。

　新たな市場を創造するにはブラン

ディングも重要と考え、「TAKENAKA」

をアメリカで商標登録し、商品にもロ

ゴを表示するようにした。竹中俊介社

長は「当初考えていたほど簡単ではな

かった」と苦笑いするものの、今では

「TAKENAKA と言えば BENTO BOX」と

いう認知が広がり、アメリカ市場にお

ける弁当箱ブランドとしてのポジショ

ンを確立している。

SNSの影響力を実感
　

　アメリカ市場を開拓するための商品

開発や展示商談会への出展には、活性

化ファンドの助成金を活用した。

　竹中社長は「活性化ファンドが海外

展開のきっかけを作ってくれた。これ

を足がかりにさらに販路を広げてい

きたい」と話し、2015 年からはヨー

ロッパ市場にも挑戦。パリとフランク

フルトで開かれる展示商談会に年 3 回

出展し、現在はフランスやベルギーで

もBENTO BOXの取り扱いが始まった。

このほか、アメリカの展示商談会を糸

口に中国市場でも同社の弁当箱が販売

されている。

　海外での売り上げをさらに伸ばそう

と今後力を入れるのが、デジタルマー

ケティングの強化だ。「カナダで有名

な大学生ユーチューバーが取り上げて

くれたんです。すると有力店からの注

文が増え、SNS の影響力を実感しま

した」。竹中社長はそう話し、今後、

ウェブや SNS の活用にも戦略的に取

り組む。

　商品ラインアップについても拡充を

図り、今後は弁当箱を持ち運ぶバッグ

や飲み物を入れるボトルなども、統一

したデザインで展開する計画だ。

ロボット塗装工場を新設
　

　竹中社長は今後の海外市場につい

て、「フォローの風が吹き、弁当箱のニー

ズが高まっていく」と見通しを示す。

　フォローの風は大きく二つある。一

つは環境問題に対する意識の高まり

だ。廃棄物の削減、資源の節約のため、

使い捨ての容器でなく、繰り返し使え

る弁当箱を選ぶ人は増え続けるに違い

ない。

　もう一つはヘルシー志向の高まりで

ある。肥満大国とも言われるアメリカ

はもちろん、ヨーロッパでも健康に対

する意識は高まっており、カロリーや

栄養バランスをコントロールしやすい

弁当にもますます注目が集まると言え

そうだ。

　販路開拓と並んで産地の課題となっ

ているのが高齢化による職人の減少

だ。いくら海外で需要が伸びても、作

り手がいなければ話にならない。そこ

で同社では昨年 3 月、（有）素地のナ

カジマ（加賀市）と共同出資で新会社

を設立し、ロボットを導入した塗装工

場を新設。海外向けを含め、竹中の仕

事の 20 ～ 30％をここで塗装する。

　新工場の稼働も弾みとしながら、竹

中社長は今後も焦らず、じっくりと海

外展開に向き合う考えだ。

「ゆくゆくは海外
の売り上げを会社
全体の 25％を占
めるくらいまで伸
ばしたい」と話す
竹中俊介社長。

成功のエッセンス

■ 継続的に展示商談会に出展

■ ブランディングで認知度向上

■ 市場のニーズに合わせた商品開発

写真上）ニューヨー
クで開かれた展示商談
会の様子。
写真下）弁当箱の使い
方を提案するために
作ったアメリカ向けの
盛り付け見本。現地の
セールスアシスタント
が手作りした。
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収納に便利な入れ子式
　

　 藤 八 屋 が 開 発 し た 輪 島 塗 の 器

「ウェーブボウル」は、その名の通り、

能登半島の輪島から見える日本海の波

をイメージした形状が印象的だ。縁が

波のように柔らかくうねった形になっ

ており、使う人の心に安らぎを与えて

くれる。

　ウェーブボウルは直径 12.8cm から

直径 24cm まで 5 つのサイズを展開す

る。大きくなるほど、ウェーブのうね

り具合も強くなり、各サイズで異なる

曲線美を楽しむことができる。また、

美しさだけでなく機能性も追求した。

大きいものから順に重ねていく（ス

タッキング）ことで場所を取らずに収

納できる入れ子式になっているのだ。

一番大きなウェーブボウルよりも一回

り大きいプレートも用意されており、

収納の際にこれを蓋
ふた

として利用するこ

ともできる。

　色は伝統を踏まえた黒や朱のほか、

漆と顔料、またはチタン粉を染料で染

色した彩粉を独自調合した上塗彩漆を

練り合わせ、白漆、芥
から

子
し

、若草、小豆、

藍など、全 9 種類の多彩なラインアッ

プを実現した。

有名シェフとの共同ブランドも
　

　ウェーブボウルの開発の端緒となっ

たのは、2011 年に石川県で開催され

た「Cook It Raw（クック・イット・ロー）」

というイベントである。これは世界の

一流料理人がその土地の食材と器を

使って創作料理を作り、招待客に振る

舞うイベントだ。そして、ロンドンの

高級レストランのシェフとタッグを組

むことになったのが藤八屋だった。

　イベントへの参加が決定した後、藤

八屋では、能登の風土を大切にしなが

らも、和食だけでなく、世界各国の料

理にも調和するデザインを生み出そう

と試作を繰り返し、ウェーブボウルを

デザイン、製作した。

　ベースになっているのは、産地に古

くから伝わるそろばん型の器である。

真横から見るとそろばんの玉のように

見える器の厚めの縁の部分を熟練した

職人の手によって削り出し、繊細な波

形を表現した。

　イベント開催時はワンアイテムだっ

たが、その後、藤八屋では活性化ファ

ンドの助成金を活用し、洋食器のよう

にセットでそろえて食卓をコーディ

ネートできるようにサイズや色のバリ

エーションを充実させた。2012 年の

発売後、毎年コンスタントな売れ行き

を示しており、同社の新たな定番商品

として定着している。

　また、2017 年からは再び活性化ファ

現代の生活空間にマッチする輪島塗の開発に力
を注ぐ藤八屋女将の塩士純永さん。

成功のエッセンス

■ 世界各国の料理に調和するデザインを開発

■ 海外へも積極的に販路を開拓

■ 建築内装材など用途開発に挑戦

日本海の波をモチーフにした
新たな輪島塗の器が誕生

藤八屋
CASE 07

活性化ファンド採択メニュー
・2012 年度　産業化資源活用事業（商品開発・事業化支援）
・2014 年度　産業化資源活用事業（海外展開支援）
・2016 年度　産業化資源活用事業（商品魅力向上支援）
・2017 年度　産業化資源活用事業（商品開発・事業化支援）

写真上）建築内装材の見本。色や表情を変え、
30 種類以上を製作し、営業に役立てている。
写真下）シンガポールの学生と連携して商品化し
たアクセサリー。ブレスレットなどにはシンガ
ポールの国花ランが描かれている。
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ンドの支援を受け、Cook It Raw を統

括したレストラン「NARISAWA」のオー

ナーシェフ、成澤由浩さんとの共同ブ

ランドによるテーブルウェアの開発も

進めている。国内だけでなく、世界的

に注目されているシェフとの連携と

あって、藤八屋女将の塩士純
じゅんえい

永さん

は「これを機に、世界中のシェフに

ネットワークを広げたい」と意気込

んでいる。

シンガポールの学生と連携
　

　このほか藤八屋では、活性化ファン

ドの助成金を生かし、海外展開にも挑

戦している。

　きっかけとなったのは、石川県がシ

ンガポールに事務所を開設した翌年の

2015 年、県が現地の日本大使館の情

報発信施設「ジャパンクリエイティブ

センター」で輪島塗を紹介する展示会

を開催したことだった。たまたま、塩

士さんの長女が夫の仕事の都合でシン

ガポールに引っ越したこともあり、藤

八屋もこの展示会に参加。伝統的な重

箱・椀やモダンな漆器などを展示し、

輪島塗の魅力をアピールした。

　その後、高級雑貨を扱うセレクト

ショップでのテスト販売に参加するな

ど、積極的な PR を続けた。その結果、

現地の日本食レストラン、寿司店など

数社と取引が始まっている。

　ユニークなところでは、2017 年に

現地の高等専門学校「テマセク・ポリ

テクニック」デザイン科の学生との連

携に取り組み、シンガポールの国花で

あるランの図柄をモチーフにしたアク

セサリーなど、数アイテムの商品化を

図った。

30種類以上の塗り見本
　

　建築内装材としての用途開発も新た

な取り組みの一つだ。藤八屋では活性

化ファンドの採択を受け、営業ツール

として、20cm 四方の板にカラフルな

色漆で彩ったものや拭き漆、布見せ、

変
かわりぬり

塗など 30 種類以上の塗り見本を製

作した。これが、有名建築家がデザ

インした建物の内装に採用されるな

ど、国内外に販路を広げる糸口となっ

ているほか、見本板自体を壁面のイ

ンテリアとして使用したいとのオー

ダーもある。

　そもそも藤八屋では創業時から業務

用漆器を主力とし、得意先にはミシュ

ランガイドで三つ星、二つ星を獲得し

た料亭、寿司店、鰻
うなぎ

店など名店も多い。

取材当日も職人が老舗鰻店の数多くの

お重の修理に精を出していた。こうし

た仕事に加え、経営基盤の強化にはラ

イフスタイルの変化に対応し、現代の

ニーズに合わせた新たな柱づくりが必

要だ。藤八屋にとっては活性化ファン

ドの後押しを受けた数々のチャレンジ

がそのけん引車となっている。

ウェーブボウル
波のようにうねった縁の形が印象的。価格は
直径 24cm のもので 1 枚 36,720 円（税込み）。
贈り物としても人気で、企業のパーティーなど
の引き出物としてまとまった注文が入ることも
ある。2015 年には日本が誇るべき優れた地方
産品 500 品を国内外に発信する経済産業省の

「The Wander　500」に選定された。テーブル
ウェア・フェスティバル 2016 では三田村有純
審査員長賞を受賞している。

藤八屋
輪島市河井町 1-28-3
TEL. 0768-22-0770
　● 代 表 者 塩士 正英
● 創 　 業 1912 年
● 従業員数 8 名
● 事業内容 輪島塗の製造、販売
　https://www.tohachiya.com



「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●宗玄酒造（株）（珠洲市）が使われていないトンネルを使っ
て整備した「隧道蔵」。内部は一年を通じ、日本酒の熟成に適した
12℃前後に保たれている。詳しくは 6 ～ 7 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）Ante［ 加賀市 ］

能登の揚げ浜塩を生かしたスイーツ・飲料
の改良と販路開拓

石川県いか釣生産直販協同組合［ 能登町 ］

能登産イカを使ったレトルト食品の開発と設備導
入による効率化

宗玄酒造（株）［ 珠洲市］

トンネル貯蔵酒の開発、地元産酒米を使っ
た欧州向けの商品開発

アロマ香房焚屋［ 金沢市 ］

石川・金沢らしい香りを使った商品の開発、
改良

（株）ウーマンスタイル［ 金沢市 ］

石川の発酵食文化を発信する有料配信コン
テンツの開発と販売拡大

（株）竹 中［ 加賀市］

アメリカの大人が欲しがる弁当箱の開発・
販路開拓

藤八屋［ 輪島市 ］

世界各国の料理に調和する輪島塗の開発、
海外への販路開拓など

（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


