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ISICOは「第 8 回地域産業
支援プログラム表彰事業（イ
ノベーションネットアワード
2019）」で経済産業大臣賞
を受賞しました。写真は表彰
式での記念撮影。詳しくは
2〜3ページをご覧ください。
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県内支援機関と連携したスタートアップ支援に高い評価
ISICOが経済産業大臣賞を受賞
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ISICOが
経済産業大臣賞を受賞

イノベーション
ネットアワード

2019

新事業創出に向けた取り組み
全国 31件の応募の中から選出

　イノベーションネットアワードは、産業支援機関や
大学などで構成する「全国イノベーション推進機関
ネットワーク」が新事業・新産業創出のための支援
プログラムを表彰することで、各プログラムのレベル
アップを図るとともに、先進事例の仕組みやノウハウ
を共有し、地域産業のさらなる振興・活性化を目指
す事業です。2012年に創設され、今回は全国から31
件の応募がありました。
　ISICOが受賞した経済産業大臣賞は、地域の資
源や特性を生かした新事業・新産業創出につながる
先導的かつ具体的な成果を生み出している最も優秀
な取り組みに贈られる賞で、最高賞にあたります。
　2月22日には中央大学駿河台記念館（東京都千
代田区）で表彰式が開催され、経済産業省の松永
明地域経済産業審議官が ISICOの村田潔常務理
事に表彰状を手渡したほか、記念フォーラムで各受
賞者が取り組み内容を発表しました。

3 つの事業を一体的に実施
連携の輪、さらに拡大へ

　今回、受賞対象となった ISICOの事業は「県内
支援機関の共同によるアントレプレナーシップ醸成
からベンチャー企業の創出・育成までのシームレス
な支援体制の構築」です。
　具体的には、起業の機運醸成から起業家の発掘・
育成まで切れ目のない支援を実現することで持続的
に起業家を生み出すことを目指し、ISICOをはじめ、
創業支援に熱心な県内支援機関の連携によって、
「スタートアップビジネスプランコンテストいしかわ」、
「女性のためのほくりく起業支援ネットワーク」「いし
かわスタートアップステーション」といった事業に、一
体的に取り組んでいます（各事業の詳細は次ページ
をご覧ください）。
　このうち、「スタートアップビジネスプランコンテス
トいしかわ」に関しては、2007年から継続的に実施
し、随時制度を改善しながら、認定者に①補助金の
交付②インキュベート施設の無料提供③創業支援

ISICO は新事業・新産業創出を図る全国の優れた取り組みを顕彰する「第 8 回
地域産業支援プログラム表彰事業（イノベーションネットアワード 2019）」で最
高賞にあたる経済産業大臣賞を受賞しました。2007 年から県内外の革新的なビ
ジネスプランを支援するコンテストを継続するとともに、県内支援機関と連携して
アントレプレナーシップ（起業家精神）を醸成し、ベンチャー企業の創出・育成に
取り組んでいる点が高く評価されました。

県内支援機関と連携したスタートアップ支援に高い評価
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アドバイザーによる伴走など集中的な支援を行うこ
とで、全国から多数の申請をいただくとともに、認
定企業が売り上げを伸ばすなど大きな成果を上げ
ている点が評価されました。
　また、「女性のためのほくりく起業支援ネットワー
ク」において、女性向けに先輩起業家を交えたセミ
ナーや小規模座談会を開催するほか、「いしかわス
タートアップステーション」では学生等に対して起
業をテーマに気軽に集えるイベントを毎月開催し、

アントレプレナーシップの醸成、起業家の裾野拡大
を図っている点も評価されました。
　そして、これらの事業を一体的に実施することに
より、持続的に起業家を生み出すことを目指してい
る点も受賞のポイントとなりました。
　ISICOではこうした事業を今後とも継続的に開催
すると同時に、産学官金にわたる連携の輪をさらに
拡大し、今後、起業を志す人への支援を一層充実
させる計画です。ぜひ気軽にご参加ください。

ISICOのスタートアップ支援
産官学金の県内支援機関が連携した支援体制を構築し、
起業の機運醸成から起業家の発掘・育成まで
切れ目のない支援を実施しています。

有望な起業家の発掘・育成を目的とし
たコンテストで、2007年から年1回、
継続的に開催。認定企業には500万円
（最優秀起業家賞）のスタートアップ資
金のほか、インキュベーション施設の提
供、支援チームによる経営相談など、各
種支援を提供しています。県内外から
集まる応募件数は年々増加し、2018
年は過去最多となる169件となりまし
た。認定企業数は累計53件で、2016
年の売上合計は36億円を超え、直近
の5年間で2倍以上に成長しています。

経済産業省の事業を活用し、北陸
の代表機関としてISICOが中心と
なって2016年から取り組んでい
ます。具体的には、気軽に相談でき
る先輩起業家を交えた「おしゃべり
起業セミナー」や広範囲で多様な
業種をテーマとした「小規模座談
会」などを開催し、これまでに起業
に関心を持つ女性400人以上が参
加しています。支援を受けた起業家
が講師を務めるなど、好循環が生ま
れています。

起業家や学生を含め起業に関心の
ある人、支援者らが気軽に集うこと
のできる出会いの場として、北陸先
端科学技術大学院大学の金沢駅前
オフィスを主会場に、2018年から
月1回程度、イベントを開催してい
ます。これまでに、県内外で活躍す
る起業家の講演やビジネスプラン
の発表会のほか、融資審査の体験
などのワークショップ、交流会などを
実施しており、300人以上が参加し
ています。

スタートアップ
ビジネスプラン
コンテストいしかわ

女性のための
ほくりく起業支援
ネットワーク

いしかわ
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ステーション

起
業
家

女  

性

学 

生
など

起業

産 学

金官



江戸時代初期の鋳物師がルーツ
ロケット部品の素材を製造

　よろず支援拠点への相談をきっ
かけに、10 年間悩んでいた赤字体
質からの脱却に成功したのが、金
沢市の金森合金だ。同社は、加
賀藩主・前田利長が 1611 年に越
中国高岡金屋町（現在の富山県
高岡市）に全国から呼び寄せた
御
お ん い も じ

鋳 物師 7人のうちの 1 人、金
森弥右衛門を初代とする鋳造メー

カーで、現在の金森和治社長が
23 代目にあたる。長年にわたって
磨いた技術で、アルミ合金や銅合
金を原料とした産業用機械部品な
どを幅広く製造しており、人工衛
星の打ち上げに用いる「H-IIAロ
ケット」の部品素材の製造も手がけ
ている。
　一方で、「どこにも負けない技術
力がある半面、経営面では課題
が山積していました」と話すのは、
金森社長の娘で、24 代目に就任

売り上げの停滞、資金繰りの悪化、後継者の不在など、企業経営では、実にさまざ
まな課題に直面する。そんな時、頼りになるのが、国がISICO内に設置する「石川県
よろず支援拠点」だ。中小企業診断士や弁護士、税理士、ITコーディネーターなど、
豊富な経験を持つ専門家がそろっており、中小企業の抱えるあらゆる悩みに、無料で
きめ細かくアドバイスしている。心強い支援拠点へのよろず相談を機に、事業拡大の
一歩を踏み出した2社に話を聞いた。

石川県よろず支援拠点は
中小企業の心強い味方
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特集 売上向上や経営改善、事業承継に向け、
何でも気軽にご相談を
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溶解した銅合金のわず
かな温度差でも不良品
が出てしまう。鋳造の
現場では繊細な技術
が求められる。

金沢市松村6丁目100番地
TEL.076-267-3003

■ 代  表  者 金森 和治
■ 創　　業 1714年
■ 資 本 金 1,000万円
■ 従業員数 10名
■ 事業内容 アルミ・銅合金製品の鋳造と製作
● http://www.kanamori-g.co.jp

（株）　金森合金



予定の高
こ う げ

下裕子さんだ。高下さん
は大学進学で地元金沢を離れ、東
京の広告代理店での勤務を経て 3
年前にUターンし、同社に入社した。
ただ、当時の社内環境は、高下さ
んの想像からはかけ離れた状況に
あった。
 「とてもアナログな環境で、ファク
スで入った注文を工場に渡し、現
場の社員は受け取った順番に作業
をしていました。原材料の在庫やス
ケジュールの管理は見える化されて
おらず、製品価格も人件費や材料
費の変動に見合ったものとは言え
ませんでした」。
　高下さんはこう振り返り、入社後
すぐに現場の改善に向けて動き出
した。ただ、表計算ソフトで管理
表を作るなど、懸命に取り組んだ
ものの、目に見える効果はなかな
か上がらなかった。そんな中、金
森社長が会長を務めていた金沢西
ロータリークラブが主催する例会
で、よろず支援拠点のコーディネー
ターが講師を務めたのが縁となり、
2017 年 8 月、高下さんは初めて相
談に訪れた。

原価計算を見直し
受注額の適正化に注力

　よろず支援拠点では、中小企業
診断士などのコーディネーターが同
社をサポート。高下さんは何度も足
を運び、専門家のアドバイスを受け
ながら、1 案件 1管理表にまとめて
きめ細かく工程管理をしたり、鋳
型を作る際に用いる砂をできる限
り再利用したり、保険や通信にか
かる固定費用を見直したりするな
ど、さまざまな改善策に着手した。
さらに、人件費や原価、経費など
を含めた時間あたりのコストを算出
し、それをもとに適正な販売価格

を見積もり、そのデータをもとに顧
客と交渉を行い、利益率の向上に
努めた。
　経営改善の取り組みは、社内
的にも大きな効果を発揮している。
例えば、1 案件ごとに管理するよう
になったことで、過去の不良の有
無など注意すべき製品が分かりや
すくなり、悩みの種だった不良率を
数％程度にまで低減させることに
成功した。年 2 回の賞与支給時に
は、半期ごとの業績を細かな数字
を示しながら社員に説明しており、
待遇に関する理解を深めるととも
に、原材料や修繕費といったコスト
に対する意識の啓発にもつなげて
いる。
　また、弁護士のコーディネーター
が講師となったよろず支援拠点主
催のミニセミナーに参加したのを機
に、同社では事業承継に向けた動
きも始まった。よろず支援拠点で
は、株式の譲渡など単なる書類上
の手続きだけでなく、技術を引き
継ぐための後継者教育や一層の経
営改善など、円滑な承継を目的と
したきめ細かなサポートを徹底して
おり、同社でも現在、将来を見据
えた課題の洗い出しに取り組んで
いる。

自社商品の開発など
新事業がスタート

 「よろず支援拠点を初めて訪問し
てから1 年半、この短期間で企業
体質が大きく変わりました。第三者
の視点で、各分野の専門家にきめ
細かくフォローしていただいたから
だと思います」と笑顔を見せる高下
さん。昨年秋ごろからは自社商品
の開発が熱を帯びており、工業用
製品をアレンジした花器や、継手を
使った箸置きなど、半年もたたな

い間にユニークな試作品が次 と々
誕生している。中でも、銅合金の
脱臭や抗菌効果に着目したシュー
キーパーは自信作の一つ。かかと
部分は靴べらとしても使えるように
デザインしており、ある程度の重量
もあるため、ドアストッパーとして
も利用できるなど、独創的なアイデ
アが光るアイテムだ。同社では今年
2月に特許を出願し、ホテルを中心
とした売り込みもスタートしている。
　このほかにも、器や九谷焼を手
がける異業種との交流、海外への
販路開拓など、多岐にわたる事業
が並行して進められている。よろず
支援拠点への相談を転機に、黒字
化を実現した同社では、目に見え
る形で社内に活気があふれている。
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400年以上にわたって鋳物に携わってきた金森家。
金森勇会長（中央）、和治社長（右）とつないできたバ
トンを高下裕子さんが受け継ぐ。

金森合金では、新規事業として自社商品の開発に着
手しており、商談会にも積極的に参加している。



働く女性をターゲットに
トータルファッションを提案

　よろず支援拠点は、南加賀や
能登の企業経営者も気軽に足を
運べるよう、ISICO に加え、小
松、七尾、輪島の 3 カ所にサテラ
イトを設置している点も特色の一
つだ。七尾市と羽咋市を結ぶ鹿島
バイパス沿いに立つ商業施設「ア
ル・プラザ鹿島」に店を構える「ラ
イ・ミィ」では、七尾商工会議所
内の能登サテライト（七尾）を活用
し、販売力の強化に力を注いでい
る。
　30 〜 50 代の女性をターゲット
に婦人服や靴、雑貨、大きいサ
イズの商品など、幅広いレディー
ストータルファッションを扱う同社
が、よろず支援拠点を初めて訪
れたのは 2 年前。新たに導入した

「タブレットPOS レジ」の活用に
ついて、コーディネーターに相談し
たのがきっかけだった。タブレット
POSレジはタブレット端末に POS
レジ機能を備えたアプリをインス
トールしたもので、同社では、販
売情報の管理で長年使っていた

POS レジの老朽化に伴い、約 3
年前に導入した。
 「更新前の POS レジは当社独自
にカスタマイズしてあり、使い勝手
がとても良かったものの、同様の
ものを整備するとなると、初期投
資が膨らんでしまいます。そこで、
タブレットPOS レジに切り替えた
のですが、以前のように販売や在
庫の管理がスムーズにできず、悩
んでいました」。
　こう話す河谷えり子店長は、よ
ろず支援拠点のコーディネーターか
ら現場を想定した実践的な活用法
を学び、タブレットPOS レジに関
するスキルを徐々に磨いていった。
そのかいもあって、現在ではタブ
レットPOS レジの扱いもお手のも
の。メーカーや品番、カラーなど
の情報と連動させることで、部門
別やメーカー別に分けて手軽に管
理できるようになった。さまざまな
指標の中から重要ポイントを決め
て売り上げを分析する「ABC 分析」
にも利用しており、従来は経験や
勘を頼りに行っていたシーズンごと
の店舗レイアウトを、現在は集積
したデータをもとに各アイテムの売
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河谷えり子店長（中央）を中
心に、経営改善に取り組むラ
イ・ミィのスタッフの皆さん。

タブレットPOSレジのさまざまな機能を活用し、店
舗経営の改善や効率化に取り組んでいる。

鹿島郡中能登町井田と部1-1
TEL.0767-76-2323

■ 代  表  者 河谷 澄子
■ 設　　立 1988年6月
■ 資 本 金 1,000万円
■ 従業員数 4名
■ 事業内容 婦人服や学生服、靴、雑貨などの

販売
● https://ryeme.org

（株）　ライ・ミィ



り場面積や配置を細かく変更して
いる。

大きいサイズに特化した
ウェブページを立ち上げ

　店の強みを生かすネットの活用
促進についても同時進行中だ。同
社では、大きいサイズの女性向け
ファッションアイテムを豊富に取り
そろえており、富山県や奥能登か
ら通う常連客も少なくない。その
特色をさらに打ち出していくため、
よろず支援拠点のコーディネーター
のアドバイスを参考に、同社ホー
ムページ内に大きいサイズ専門の
ページを立ち上げた。制作費には、
よろず支援拠点のサポートを受け
て申請した ISICO の活性化ファン
ドの助成金を役立てている。
　同社では今後も、ネット事業を
一層強化していく計画で、現在は
大きいサイズに特化したオンライン
ショップの立ち上げに向けて準備
を進めている。「自社商品の開発
にも力を入れています。シルクや
綿といった天然素材を使ったイン

ナーなど、地元の繊維メーカーと
連携し、今は試作段階まで来てい
ます。大きいサイズの商品は、どう
してもデザインや色が限られてしま
います。自社商品の開発でアイテ
ム数を増やし、よりたくさんの女
性にファッションを楽しんでもらい
たいですね」と、河谷店長は笑顔
を見せる。

専門家の視点で
隠れた問題点を発見

　事業承継に関しても、よろず支
援拠点が ISICO の他の部署と連
携して相談に乗っている。同社で
は、河谷澄子社長から娘の河谷店
長への承継を考えており、中小企
業診断士のコーディネー
ターとともに、バトンタッ
チに向けて経営改善も
盛り込んだ計画を策定し
ている。河谷店長もメイ
ンバンクが主催する後継
者育成塾に通うなど、マ
ネジメント力の強化に努
めているところだ。

　これらの多彩な取り組みを通し
て、同社では横ばいだった売り上
げに上昇の兆しが見えている。「よ
ろず支援拠点には、多種多様な専
門家の先生がそろっています。自
分一人だったならば、毎日の仕事
に追われて気づかなかった問題点
をいくつも指摘していただきまし
た。相談して本当によかったと思
います」と河谷店長。同社では、
よろず支援拠点を初めて訪れる
際、相談内容が漠然としていたこ
とから気後れしていたという。そ
れでも、第一歩を踏み出したこと
で事態が好転したのは間違いな
い。その勇気をスイッチに、企業
体質の強化に向けた歯車は順調に
回り始めている。

　石川県よろず支援拠点は、経済産業省・中
小企業庁が全都道府県に設置する「よろず支
援拠点」の一つで、2014 年にスタートしました。
来訪相談者数は年々増え、2018 年度は前年か
ら倍増し、3,000 件を超える見通しです。この
数は全国でも十指に入るほどで、課題解決や
継続した支援で成果が確認できた件数も大幅
に増えています。
　よろず支援拠点では、一人でも多くの方にご
利用いただけるよう、多彩な取り組みを進めて
います。例えば、昨年からは、ISICOの他部門
と連携した取り組みに力を入れたり、コーディ
ネーターが講師となるミニセミナーの回数を増

やしたりするなど、積極的な姿勢で相談に応じ
ています。フォローアップにも力を入れ、成果
が上がるまで根気よく伴走支援していきたいと
考えています。
　この春からは、商工会議所や金融機関といっ
た支援機関と連携したテレビ会議相談をはじ
め、県内どこからでもアクセスしやすい環境を
構築する計画です。漠然としたアイデアや整理
できていない課題でも構いません。「売り上げ
を増やしたい」「創業したい」「事業承継が気に
なる」など、あらゆる企業経営の悩みに、各
分野の専門家が親身になって応えます。気軽
にお立ち寄りください。

漠然とした悩みで構いません。
ぜひお立ち寄りください。

7

女性向けファッションアイテムだけでなく、近隣市町の学生服も扱ってお
り、多彩なアイテムの細かな販売・在庫管理は店舗経営に欠かせない。

石川県よろず支援拠点のコーディネーターの皆さ
ん。後列左が長田英希チーフコーディネーター。

石川県よろず支援拠点
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1階
TEL.076-267-6711

加賀サテライト（小松）
小松市園町二-1番
（小松商工会議所内）
TEL.0761-21-1139

能登サテライト（七尾）
七尾市三島町70-1
（七尾商工会議所内）
TEL.0767-52-1225

能登サテライト（輪島）
輪島市三井町洲衛10部11番1
奥能登行政センター4階
（のと里山空港ビル内）
TEL.0768-26-2333

よろず支援拠点は
県内4カ所に開設

Message    石川県よろず支援拠点
長田 英希 チーフコーディネーター
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デザインはシンプルで大人っぽく

　ベルビーアンファンの人気商品である「ラフィネ ベビー
リュック」は、高さ21センチ、幅18センチと子どもの小さな
背中にぴったりのサイズでありながら、ナイロン生地と合
成皮革を組み合わせたシンプルで大人びたデザインが特
徴だ。さまざまな服装、シーンに合わせやすいよう、色合
いはシックにまとめられている。中央にはデザインの一部
のように子どもの名前を刺しゅうで入れ、特別感を高めて
いる。
　派生シリーズである「ラフィネ ベビーリュック レーヴ」
は巾着型で、恐竜や宇宙、動物、妖精など子どもたちの大
好きなモチーフが刺しゅうされ、その中にさりげなく名入
れできるようになっている。
　どちらの商品も型崩れしにくいと定評のある日本製の
ナイロン生地を使用。国内の職人が丁寧に縫製している。
　2018年の発売以降、売れ行きは右肩上がりで、現在は
生産が追いつかず、予約販売のかたちを取っている。
　昨年秋には、両シリーズのラインアップを充実させよう
と、レッスンバッグやシューズバッグ、巾着バッグといった入

オリジナル商品の開発を加速
ベビーリュックや入園・入学グッズが人気

（株）ベルビー
http://bellevie-inc.jp

白山市藤木町447-1
TEL. 076-259-1430

■ 代  表  者 北川 英明
■ 創　　業 1997年1月
■ 資  本  金　 300万円
■ 従業員数 25名（パート含む）
■ 事業内容 ベビー用ギフト、プリザーブドフラワー、
 バルーン電報などの製造、販売

ベルビーでは、出産祝いをはじめ、美しい生花を長く楽
しめるよう加工した“プリザーブドフラワー”、メッセージ
カードにバルーンやぬいぐるみを添えた“バルーン電報”
などを販売する5店の自社ネットショップを運営してい
る。その一つ、ベビー服などを扱う「ベルビーアンファン」
では、オリジナル商品として、大人も使いたくなるようなシ
ンプルなデザインのベビーリュックや入園・入学グッズを
販売し、人気を集めている。

北川英明社長（右）と次女で商品企画やプロモーショ
ンなどを担当する晏那さん。

「ラフィネ」（左）と「ラフィ
ネ レーヴ」のベビーリュック。
シンプルで大人でも使いたく
なるようなデザイン、色合い
が特徴だ。



園・入学グッズを発売。順調な滑り出しを見せている。

まねされない商品を作りたい

　こうしたオリジナル商品に力を入れ始めたきっかけ
は、同社の主力だったおむつケーキの販売が踊り場を
迎えたことだった。
　おむつケーキとは、紙おむつで作った土台をタオルや
おもちゃでデコレーションしたギフトアイテムだ。まずア
メリカで話題を呼び、日本では同社が他社に先駆けて
商品化して大ヒットさせた。しかし、仕入れ品を組み合
わせて作るため、後発品が続 と々登場。そのため同社
ではおむつケーキの素材となるロンパースやスタイ、T
シャツなどを県内の繊維会社と連携して糸や生地から
オリジナルで作り、他社との差別化を図ってきた。しか
し、市場は既に成熟期を迎えており、伸び代が見込めな
い状況となっていた。
　そこで、新たな一手として力を入れたのが、インスタ
グラムで好評を得ていたベビーリュックだった。これは、
おむつケーキ用に開発したブランケットと同じ綿生地
で作られていて、デザインや色合いは子どもらしいかわ
いらしさを感じさせるものだった。
　さらにバリエーションを増やそうと開発したのが冒頭で
紹介したラフィネシリーズである。「最近のママ世代はお
しゃれでシンプルなものを好みます。そんなママたちがお
子さんに着せる洋服とのバランスを考え、大人っぽいデザ
インにしました」。そう話すのは北川英明社長の次女で商
品開発やプロモーションを手がける晏

あん

那
な

さんだ。

購入者層に合わせ、インスタでPR

　「幼い子どもが身に付けるのだから、もっとかわいい
デザインがよいのでは？」。開発段階では40代以上の
社員からそんな声も上がったが、実際に発売してみる
と、ラフィネシリーズのベビーリュックはファッション感
度の高い女性から大きな支持を得た。ターゲットとする

消費者と年齢の近い社員の感性が商品開発に生かさ
れたというわけだ。
　また、北川社長は「おしゃれや流行に敏感な20代、
30代の女性は従来の検索エンジンではなく、インスタ
で情報を検索する」と話し、プロモーションではインス
タの活用を重視する。同社のインスタでは毎日1～ 3本
はベビーリュックに関する写真を投稿しており、この情
報を検索で見つけてもらうことが認知度アップや購入
につながっている。
　とりわけ反響が大きいのは、同社からモニターを依頼
したインスタグラマーが撮影した写真や購入者自身が
インスタで紹介した写真を掲載したときだ。同社のネッ
トショップでは、魅力的で洗練されたブランドイメージ
を発信しようとインスタで募集した外国人の子どもをモ
デルに起用し、プロカメラマンが撮影した写真を掲載し
ている。しかし、インスタでは企業が準備した宣伝素材
よりもリアリティのある消費者の写真の方が訴求力を
発揮しているのである。

5年後には経営の柱に

　オリジナル商品の開発費、ネットショップで掲載する
写真の撮影費やスタジオレンタル費は、活性化ファンド
の助成金が助けとなった。
　ベビーリュックや入園・入学グッズの売り上げはまだ
同社全体の10％未満にとどまっているが、北川社長は

「5年後には経営の柱の一つに育ってほしい」と期待を
かけている。
　というのも、よそでも買える商品は最終的には価格
競争になる一方、ここでしか手に入らないオリジナル商
品であれば、価格も自分たちが主導権を持って決めら
れるからだ。
　「オリジナル商品は他社と差別化できる重要な部門
であり、育成に力を入れたい」。北川社長はそう話し、今
後は親子で身に着けられるそろいのリュックやTシャツ
など、シリーズの拡充を計画している。

左： 従来の主力商品であるおむつケー
キにもオリジナル商品を組み込ん
でいる。

右： おむつケーキ用に県内繊維メー
カーと共同開発した綿生地で作ら
れたリュック。子どもらしいかわ
いらしさを感じさせるデザインだ。

9



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。

10

　加賀電化工業の強みと言えるの
が、めっき加工を専門としながら、そ
の前後で必要となる切削加工、研磨
加工までを一手に引き受ける点にあ
る。こうした会社は極めて珍しく、同
社の宮崎克洋社長によれば、日本全
国を見渡しても10社程度に限られる
という。

　部品の素材は鉄やステンレス、アル
ミである。中でも同社の強みが生か
されるのがアルミに高精度の硬質ク
ロムめっきを施す部品である。
　アルミは鉄やステンレスに比べて軽
いのがメリットだが、柔らかくてめっ
き加工が難しい素材だ。精度よく仕
上げるとなれば難度はさらに上がる。
その点、同社ではアルミ表面にできる
酸化皮膜を除去し、密着性に優れた
金属皮膜を形成する「亜鉛置換」と

いう手法を確立することで、めっき加
工を可能とした。さらに、最新鋭の研
磨機、マイクロスコープ（顕微鏡／3
次元測定機）、バランサーなどを駆使
し、1000分の1ミリ単位の高精度を
実現している。

　同社が製造する部品のうち、売り上
げの50％以上を占めるのがフィルム
の生産機で搬送や巻き取りに使われ
るローラーだ。
　例えば、同社の主力となっているの
がEV用リチウムイオン電池の正極材・
負極材などとして使われる金属箔やそ
れらを隔てるセパレーターフィルムの搬

テスラの電池工場にも
ローラーが採用

めっき、切削、研磨の
一貫生産に強み

硬質クロムめっきを施した後、
表面を鏡面のように仕上げる
バーチカル研磨機。

「ものづくり補助金」を活用して新設備

EV用電池生産機のローラーを製造

加賀電化工業（株） 
白山市旭丘2丁目2番地
TEL. 076-214-6512

■ 代 表 者  宮崎 克洋
■ 設　　立  1955年5月
■ 資 本 金 3,000万円
■ 従業員数 50名
■ 事業内容 フィルム機械部品、繊維機械部

品、印刷機械部品などの製造
●http://www.kagadenka.co.jp

加賀電化工業では、各種産業機械に組み込まれるローラーやシャフト、スピンド
ル（回転軸）といった長尺で丸い棒状の部品を製造している。現在、主力となっ
ているのが、電気自動車（EV）用のリチウムイオン電池や自動運転車用の電子部
品の生産機に使われるローラー部品だ。同社ではここ数年、ISICOのサポートを
受けて採択された「ものづくり補助金」を活用し、設備の増設や技術の高度化に
取り組み、これらの事業を拡大させている。

EV用リチウムイオン電池の生産機で使われるローラー。
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送に使われるローラーである。アメリカ
のEVメーカー、テスラモーターズが
ネバダ州に整備した電池工場「ギガ
ファクトリー」の生産機にも加賀電化
工業のローラーが採用されている。
　その生産機では、金属箔やセパ
レーターフィルムに機能を持たせるた
め特殊な液体を塗布する。その際、
ローラーの精度が悪ければ、塗布し
た液体の厚みが不安定となり品質
不良の原因となる。また、それらは厚
さ25ミクロン以下と非常に薄く、デリ
ケートなため、ローラーによって対象
物に微細な傷すら発生させてはなら
ない。そのため、とりわけ厳しい精度
が要求されるというわけだ。
　また、スマートフォンの主要部品とし
て電圧を安定させる役割を持つ「積
層セラミックコンデンサー（MLCC）」
の生産機にも同社のローラーが組み
込まれている。
　EVは今後、世界的に普及が進むと
見込まれるほか、MLCCはスマート
フォンだけでなく、今後、開発、実用化
が進むと予想される自動運転車に欠
かせない部品である。それだけに高
品質のローラーに対する需要も右肩
上がりで伸びるとみられ、宮崎社長は
「当社が頑張らないとEVや自動運
転車が普及しない。それくらいの思い
を持って仕事に取り組んでいる」と熱
く語る。

　そもそも、同社の売り上げの 80％

以上を占めていたのは繊維機械向
けだった。しかし、2015 年にはフィ
ルム機械向け 26％、繊維機械向け
25％、印刷機械向け14％、射出成
形機向け 9％、建設機械向け 7％と
取引業種の分散化が進んだ。現在
は多様な取引先を維持しながら、フィ
ルム機械向けの比率が上がっている
状態だ。
　売り上げに占める割合が大きく変
化したのは、2008 年のリーマン・
ショックを端緒とする不況で仕事が
激減したことが原因だった。
　一時期、業界内では「絶対に潰れ
る」という噂が飛び交うほど業績は
悪化した。それでも、2009 年に父
親の跡を継いだ宮崎社長は、ISICO
が開催する受注開拓懇談会などを活
用しながら前職の保険会社で培った
フットワークを生かして営業活動に
汗を流した。「何でもやります」とい
う宮崎社長の必死の営業が奏功し、
事業の裾野は次第に広がり、その一

つがフィルム機械向けだっ
た。
　フィルム機械向けに高精
度のローラーを製造するに
は新たな設備の導入や技術
の高度化が欠かせなかっ
た。そこで ISICO 職員の勧

めを受け、「ものづくり補助金」を活
用してそれらに取り組んだ。業績は
2011年に黒字に転じ、現在まで好
調に推移している。

　フィルム機械用ローラーの需要増
に応えるため、昨年には金沢市内で
分散していた工場を白山市の新拠点
に集約し、生産効率を高めた。
　また、現在は廃業しためっき工場
から設備を買い取ったことを契機に、
従来加工できなかった2,500ミリメー
トル以上の長さのローラーを製造す
るためのライン作りに取り組んでお
り、宮崎社長は「今年中には稼働さ
せたい」と話す。フィルムの生産効
率を高めるため、生産機の幅もより
広くなる傾向にあり、こうした需要を
取り込むのが狙いだ。大型化した液
晶画面用フィルムの生産機など、新
たな取引先の獲得も目指す。
　EVなど将来有望な市場向けの製
品を手がけるだけに加賀電化工業に
はまだまだ大きな伸び代が残されて
おり、これからの展開にも注目が集
まる。

2,000 倍に拡大できる顕微鏡や 3 次元測定機の役割を果たすマイク
ロスコープ。

リーマン・ショックを機に
事業の裾野を広げる

新ラインを整備し、
より長尺の製品に対応

リーマン・ショック後、フィルム機械向けなど新たな市場に活路を見いだした宮崎克洋社長（後列中央）と社員の皆さん。



　ISICO は 3 月 6 日に石川県地場産業
振興センター研修室で、「フードアナリ
スト雅珠香 ( あすか ) 氏に学ぶ情報発
信の極意〜毎日見られるブログの作り
方と、これからの SNS がやばい」と題
し、セミナーを開催しました。セミナー
では、これからの情報発信は、ジャン
ルを絞りテーマを特化して、その情報
を必要としている方に発信することが
大 切と説き、43 名の参加者は熱心に
メモを取りながら聴講しました。

　ISICO は 2 月 15 日、 石 川 県 地
場産業振興センター研修室で「成
功事例・失 敗事例から見る 同族
企業による事業承継の進め方」の
セミナーを開 催し、39 名が 参加
しました。セミナーでは、オーナー
企業経営者への経営コンサルタン
トを手がける大石吉成氏を講師に
招き、数多くのコンサルタント現
場から導き出した失敗しない実例
をもとに、親から子への経営承継の極意について紹介しました。

親族内承継のポイントを学んだセミナー。

食の情報を発信する人気フードアナリストが講演。

イシコ・トピックス

［発行月］ 平成31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

FAX

県内の食品事業者や伝統工芸事業者など22社が参加
「2019春 地元素材にこだわった商品マッチング商談会」開催

経営承継の極意を伝授
成功事例・失敗事例から見る 同族企業による事業承継の進め方

　金沢ホテル懇話会と ISICO は 2 月 28 日、ホテル日航金沢で、金沢市内の都
市型ホテル 11 社と食品や雑貨などを開発した 22 社との「2019 年 地元素材に
こだわった商品マッチング商談会」を開催しました。

　今回は、ホテルが要望する商材を
事前に決めて、それに沿った商品提
案ができる県内企業を募集し、ニー
ズにあった商品を各企業が出展しま
した。出展企業の担当者は、商品
を開発した経緯や素材などについて
ホテル関係者に熱心に説明し、積
極的に自社商品を PR しました。

大勢のホテル関係者が商材を品定めしました。

情報発信の秘けつを学ぶ
「ネット販売成功者に学ぶ販売促進セミナー」を開催

■ お問い合わせ 
（公財）石川県産業創出支援機構
　　　地場産業振興センター
　　　TEL.076-268-2010

工芸・きもちとかたち展
【入場無料】

3月19日（火）〜4月4日（木）

石川県地場産業振興センター
本館１階

じばさんギャラリーのご案内

　石川のものづくりの伝統を受け
継ぎながら、時代のニーズを捉え
たグッドデザイン商品を石川県デ
ザインセンターが毎年選定していま
す。「いしかわの伝統と新しい感性」
というコンセプトのもとに、新しい
生活を提案する魅力的な商品 18
作品を展示紹介しています。
　近くにお越しの際は、ぜひお立
ち寄りください。
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