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のむら農産では「ものづくり補助金」を
活用して整備した低温乾燥室で、1年を
通してかきもちやあられを製造している。
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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新たな技術やサービスの開発へ
「ものづくり補助金」が強い味方に
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新たなものづくり技術やサービスの開発に挑戦する中小企業を支援する補助金の代表格とも言えるのが中小企業庁の
「ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金」（以下、ものづくり補助金）だ。試作や設備投資などにかかった原
材料費や設備費、人件費などの費用を、1,000万円を上限に3分の2まで助成する仕組みで、資金力に乏しい中小
企業の強い味方となっている。今回の特集では、ISICOがものづくり補助金申請にあたって事業計画策定をサポートし
採択された中から、成果を挙げている3社の取り組みを紹介する。

温度や湿度を
自在にコントロール

　自家製の有機肥料で育てた餅
米を使って餅やかきもちなどを製
造する「のむら農産」。平成 25 年
度にものづくり補助金を活用して
温度と湿度をコントロールできる低
温乾燥室を完成させ、成長のけん
引役として期待をかけるかきもちの
増産体制を整えた。
　かきもちは通常、薄く切った餅
を自然乾燥させるのに適した気温

や湿度になる寒の時期（1月から2
月）に作られるが、同社では1年を
通してかきもちを製造できるように
と、約20年前からエアコンや除湿
器を使って、寒の気候を再現する
乾燥室を手作りし、活用してきた。
　しかし、スペースが手狭で少量
ずつしか生産できない上、温度や
湿度の制御がうまくいかずに割れ
てしまったり、カビが生えてしまっ
たりすることも多く、頭を悩ませて
いた。さらに、温度や湿度を職
人一人の感覚に頼って調節してい

たため、ノウハウを他の社員が共
有、継承することができない状態
となっていた。
　こうした課題を解決しようと整備
したのが低温乾燥室だ。広さは従
来の3倍以上で、制御盤に数値を
入力するだけで、室内を乾燥に適
した温度や湿度にできるほか、例
えば 1 週間かけて徐々に湿度を
60％から40％に下げるといった具
合に、温度や湿度を上げ下げする
ペースもコントロールできるように
なっている。

巻頭特集 新たな技術やサービスの開発へ
「ものづくり補助金」が強い味方に

かきもちの品質向上、増産へ
低温乾燥室をリニューアル

（有）のむら農産
■代 表 者 	 野村	佳史　
■設　　立	 平成 7年 3月
■資 本 金 	 1,000万円
■従業員数	 19 名（パート含む）
■事業内容	 水稲栽培、餅・かきもち・
	 生菓子の製造

DATA01 小松市中海町10-82　TEL.	0761-47-4140
http://www.nomura-nousan.co.jp

温度や湿度を
制御し、寒の
時期の気候を
再現する低温
乾燥室。かき
もちの品質を
左右する大切
な工程を担う。

約400年続く農家の20代目となる野村佳史社長。かき
もちを成長の原動力にしようと力を入れている。

のむら農産が
作っているかき
もち。スーパー
や百貨店など、
増産に合わせ
て 販 路 も 広
がっている。
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予約サイトの情報を
自動的に宿泊システムへ

　四季の移ろいを感じる4つの庭
園、金沢の食材を使った朝食、若
手作家の工芸作品を配した廊下な

ど、「上質な空間と時間を感じられ
る金沢の別邸」をコンセプトに観
光客にくつろぎのひとときを提供す
る金沢彩の庭ホテル。生コンクリー
トの製造、販売を手がける髙田
産業グループの新事業として平成

27年 3月に開業以降、旅行口コ
ミサイト「トリップアドバイザー」の
「朝食のおいしいホテルランキング
2017」で 5 位に選ばれるなど評判
は上々で、高い客室稼働率を維持
している。

不良率が劇的に低下
作業負担も軽減

　とはいえ、世界でただ一つの設
備だけにマニュアルがあるわけでな
く、当初は使いこなすことが難し
かったという。
　一例を挙げると、歯触りがよく、
おいしいかきもちに仕上げるには、
水分をゆっくりとまんべんなく放出
させることが必要だが、かきもちの
サイズ、豆や昆布といった具材によっ
て乾燥具合が異なるため、試作を
繰り返し、データと仕上がりを照ら
し合わせながら、最適の条件を探っ

た。安定して生産できるようになる
までに2 年を要したが、その結果、
以前は10％以上あった不良率は劇
的に低減。職人の感覚を数値に置
き換えることができたため、若手に
ノウハウを共有、継承することにも
成功した。
　また、従来は1日に何度も室内
の状態を確かめ、温度や湿度を調
節しなければならなかったが、現在
は自動的に調節されるため、作業
負担が軽くなった。
　かきもちの売り上げをさらに伸
ばそうと、昨年 3月には、低温乾
燥室を活用して、味

あじへい
平かぼちゃや

国
こくぞう
造ユズなど、8 種類の県産野菜

を練り込んだ「いしかわ特産野菜か
きもち」を発売し、かきもちのライ
ンアップを充実させた。
　同社の収益の柱の一つは餅だ
が、需要は12月に集中し、人手が
限られるため、売り上げを伸ばすの
は難しい状況だ。一方で、野村佳
史社長は「輸送しやすく、日持ちす
るかきもちは取り組み次第で販路拡
大の余地が大きい」と期待をかけ
ており、企業の成長の原動力として、
新たな低温乾燥室をフル活用してい
く考えだ。

おもてなしに注力するため
各種システム導入で業務を効率化

（株）金沢彩の庭ホテル
■	代 表 者 	 本郷	一郎　
■	設　　立	 平成 26 年 6月
■	資 本 金 	 1,000万円
■	従業員数	 35 名
■	事業内容	 ホテル運営

DATA

02 金沢市長田2丁目4 番 8号　TEL.	076-235-5111
https://www.sainoniwa-hotel.jp

フロントでは予
約管理用端末や
カードキー発行
システムなどを
使って、業務効
率の向上、サー
ビスの充実を実
現している。

▲写真左から補助金申請の実務を
担当した髙田産業総務部の山本幸
人企画課長、導入したシステムを活
用し、サービス向上に努める金沢
彩の庭ホテルの橋上真由美副支配
人兼フロント担当マネージャーと中
村明仁業務部マネージャー。
◀︎各客室前に設けた専用ス
ペースで若手工芸作家の作品
を展示する「工芸回廊」。
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　同ホテルのサービスを支えている
のが、開業時にものづくり補助金を
活用して導入した各種のシステムや
機器だ。その一つである宿泊シス
テムは各種予約サイトと連動してお
り、予約・変更・キャンセルの情報
がその都度、自動的に反映される
ようになっている。多くのホテルで
は、予約サイトで入力された情報
をホテルの宿泊システムに入力し直
したり、紙台帳に転記したりするこ
とが必要だが、このシステムによっ
て、そういった手間が軽減される。
その分ホテルのスタッフは、宿泊
客のニーズに応じて飲食店や観光
コースを提案したり、記念撮影を
手伝ったりするなど、宿泊客への
おもてなしに専心できるというわけ
だ。
　また、顧客管理システムでは宿泊
客の名前と電話番号で、ベッドや枕
の好み、アレルギーの有無など、過
去に利用した際の情報を確認でき
るようにした。これによって、リピー

ターに対して、より的確なサービス
を提供することが可能になった。

客室の状態を
リアルタイムで把握

　顧客満足を高める工夫はまだまだ
ある。チェックアウト時の混雑をな
くすため、宿泊料金はチェックイン
時に前精算する方式を採用したこと
もその一つで、ものづくり補助金を
活用して、フロントには固定・モバ
イルを合わせて4台の宿泊システム
用端末を導入したほか、客室用カー
ドキーを発行する機器も3台そろえ、
少ない待ち時間で対応できるように
している。
　ちなみに、カードキーには部屋番
号が記載されないため、もし紛失し
たカードキーを誰かに拾われた場合
も簡単には侵入されないほか、フ
ロントに紛失したことを届け出れば、
鍵を無効化できるので、宿泊客の
安心につながっている。

　このほか、カードキーを差して、
照明などの電源を入れる客室内の
カードキーホルダーを利用し、宿泊
客の在室状況や客室の清掃状況を
モバイル端末でリアルタイムに確認
できるシステムも独自に構築した。
　従来のホテルでは各フロアに設置
した表示盤でその都度在室状況を
確認しながら、清掃に取りかかって
いたが、モバイル端末でどこにいて
も確認できるので清掃の効率化が
実現した。清掃開始・完了時の報
告もモバイル端末で可能になり、フ
ロントと清掃員の情報共有もスムー
ズになった。これによって、チェッ
クインが 14 時、チェックアウトが 11
時と宿泊客はゆっくりと客室を利用
できるようになっている。
　おもてなしの充実、顧客満足の
向上を図り、高稼働率を維持してい
くために、これからもものづくり補
助金を活用して導入した各種システ
ムや機器が大活躍するに違いない。

熱による構造への
影響も解析可能に

　産業機械の機械設計などを手が
けるアルパイン設計事務所は、平成
26 年度から3 年連続でものづくり
補助金事業に採択された。同社で
は解析用ソフトウェアなどを導入し
て解析ノウハウの蓄積、解析精度の
向上に取り組み、設計品質の向上や

解析ソフトで最適な寸法や形状を算出
設計の効率化、品質向上を実現

（株）アルパイン設計事務所
■	代 表 者 	西村	光也　
■	設　　立	 昭和 61年 4月
■	資 本 金 	3,700万円
■	従業員数	 65 名
■	事業内容	 産業機械の機械設計・電気設計・
	 制御用ソフトウェア設計など

DATA

03 金沢市金石本町ハ13番地 2	　TEL.	076-	266-	3467
https://www.alpain.co.jp

新たな技術やサービスの開発へ
「ものづくり補助金」が強い味方に

解析用ソフトウェアを駆使して、開発・設計プロセスの効率化に取り組むスタッフ。

巻頭特集
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開発にかかるコスト、期間の大幅な
削減につなげている。
　同社が 1年目に取り組んだのは、
装置内部の熱や気体・液体といっ
た流体の流れをコンピューター上で
シミュレーションし、可視化する技
術の確立だ。クリーンルームを模し
た小型の実験装置内の気流や流速
を実際に計測し、そのデータとシミュ
レーション結果を照らし合わせた上
で、数値が異なる要因を分析するな
どして、正確な解析に必要な計算
手法などを確立した。
　2 年目にはさらに複雑な形状に
も対応できるように、直線だけでな
く曲面を含んだ形状でも精度よくシ
ミュレーションできる技術を確立し
たほか、気体と液体が混在する場
合の解析や、熱・流体解析と構造
解析を組み合わせた「連成解析」
の手法にも取り組み、例えば熱の
影響による機械の変形なども解析
できるように技術を高度化した。
　3年目には、最適化手法を用いて、
機能や要求を満たすために最適な
寸法や形状を導き出す技術を確立
した。機械設計では一般的に、設
計者が図面を描いた後、試作機を
作って試験を行い、不具合があれ
ば、設計し直して再び試作機を作っ
てというプロセスを何度か繰り返し
ながら完成度を高めていく。一方、
同社が確立したのは事前にシミュ
レーションで得られた情報を設計
に生かす方法で、試作は最終確認

の1回にとどめることも可能である。
従来のやり方に比べて開発にかかる
コストや期間を大幅に削減できるの
が最大のメリットだ。

解析チームを立ち上げ
多様な業界から引き合い

　こうした取り組みの背景には、近
年、従来であれば試作するまで発
見できなかった問題点を設計段階
でなくし、品質の向上はもちろん、
コストや開発期間を削減したいとい
うニーズがある。また、北陸では熱・
流体解析を手がける企業が少ない
ことから、ビジネスチャンスの拡大
につなげたいとの狙いもあった。
　設備投資に合わせ、同社では大
学院で熱・流体のシミュレーション
について研究した経験を持つ人材を
採用。昨年4月には新たに解析チー
ムを部署として立ち上げ、現在 4人
が所属している。
　社内にまったくノウハウがなかっ
たため、ノウハウを確立するまでに
は試行錯誤が続いたが、信頼でき
る解析結果を導き出せるようになっ
てからは営業活動にも力を入れ、
受託解析に関しては、これまで取引
のあった北陸の機械メーカーだけで
なく、大手自動車メーカーや建設会
社、大学など、これまで取引のなかっ
た業界からの受注も多くなってきて
いる。
　同社では今後、解析のノウハウを

設計業務に生かすと同時に、解析
業務そのものを新たな事業の柱とし
て大きく育てていく考えだ。

中小企業・小規模事業者が、認定支援機関と連携して行う革新的
なサービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善に必要な設備
投資支援等を支援します。申請を希望される方は、早めに ISICO
までお問い合わせください。

［ 支援内容 ］「ものづくり補助金」2月に公募予定

ものづくり補助金を活用して解析技術の確立、高精度
化に取り組んだ解析チームの皆さん。

一般型  補助上限額：1,000万円、補助率1/2
※このほか企業間データ活用型、小規模型があります。

●お問い合わせ
ISICO 経営支援部………………TEL	076-267-1244

真空容器に取り付けるリブ（補強材）の最適な位置につ
いてのシミュレーション例。赤い部分は変形が大きく、
青い部分は変形していない箇所。リブの位置を中央部
に移動させると変形が抑えられ、均一化していることが
分かる。

最適化前

最適化後
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廃棄されるワインの澱
おり

液を活用

　ラヴィージョは、40 ～ 60 代女性をターゲットにした
基礎化粧品ブランドで、赤ワイン酵母から生まれた美容
エキスを配合して
いるのが特徴だ。
ISICO の活性化
ファンドのサポート
を受けて開発し、
平成 27 年 4 月に
販売を開始した。
　美容エキスの原

料となる赤ワイン酵母は、ワインを発酵させた後、タン
クの底に沈殿する「澱液」から抽出したものだ。澱液は
通常、廃棄処分されてしまうが、実はペプチドやアミノ
酸、ポリフェノールなどの成分がバランスよく含まれてい
る。同社では石川産にこだわり、穴水町の能登ワイン（株）
から澱液の供給を受け、そこから抽出した酵母を使って
美容エキスを作り出している。
　商品はクレンジング、フェイスウォッシング、ローション
スプレー、クリーム、美容液の 5 種類で、肌のきめを整
え、みずみずしく保つ「保湿作用」が期待できるという。
　ネットショップや直営のエステサロンなどで購入でき、
実際に使用した女性からは「肌に潤いが出てきた」な
どと評価が高く、口コミで徐々に商品が認知されてきて
いる。

化粧品原料メーカーのTOWAKOメディカルコスメ
ティックは、石川県産ワインから抽出した酵母を使っ
た化粧品「ラヴィージョ」を製造、販売している。同社
では、原料抽出で培った技術力を生かし、大手化粧品
メーカーがひしめき合う市場で、小さくても存在感を発
揮できるメーカーを目指し、開発を続けている。

県産赤ワイン酵母で化粧品を製造
自社ブランドで販路拡大を目指す

自社ブランドのラヴィージョが世界に羽ばたく日を
夢見て、商品開発や販路開拓に取り組む牧義雄
社長（左）と高橋慎弥専務

TOWAKO
メディカルコスメティック（株）
http://www.towako-cosme.net
能美市旭台2丁目5番地1　
TEL. 0761-52-7777

■ 代  表  者 牧 義雄
■ 設　　立 平成23年9月
■ 資  本  金 2,000万円
■ 従業員数 8名
■ 事業内容 化粧品原料、健康食品及び化粧品製造販売 

即効性のあるラヴィージョは、肌に敏感な年齢層の女性から支持されている。
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原料製造から商品化まで一貫

　そもそも同社は不妊治療専門クリニックの化粧品材料
や健康食品原料の開発部門としてスタート。医薬品精
製の高い技術を買われて 25 年前から山梨県産ワインで
抽出液を作るようになり、大手化粧品メーカーなどへの
化粧品原料を供給、美容成分の配合などを担ってきた。
澱液からワイン酵母を抽出し、化粧品の原料を生産す
るのは日本でここだけである。
　組織再編に伴って平成 23 年 9月に新会社として独
立。抽出液の出荷量が年間 1トンで推移し、事業が安
定してきたことから、さらなる成長を目指し、自社ブラ
ンドの開発を始めた。
　「原料はもちろん、美容成分の配合まで提案できる技
術力を生かせば、市場ニーズに応えられる新しい商品を
提供できると考えました」。商品開発を担当する高橋慎
弥専務はこう話し、原料製造から商品化までできる自
社の優位性を強調する。例えば、保湿効果が高い化粧
品を作ろうとした時、どの成分をどれだけ配合するかが
鍵であり、これまで蓄積してきた原料配合量のノウハウ
は同社の強みである。
　とはいえ、大手化粧品メーカーとのブランド力の差は
大きいことから、採算ラインぎりぎりまで成分にこだわっ
た商品に仕上げた。また、容器の形やデザイン、使い
勝手も重要であることから、華やかで高級感のあるパッ
ケージを選ぶなど、女性の感覚に寄り添った容器の選
択に注力した。

品質を落とさずに原価を低減

　販売促進に向けては、平成 27 年度に ISICO の活
性化ファンドを活用して、美容液を除く4 種類の商品を
ミニサイズにまとめ価格も抑えたトライアルセットを新た
に開発した。まずは使い心地を試してもらい、よさを確
認してもらうことで、基礎化粧品を切り替えてもらうきっ
かけになればとネットショップなどで販売し、好評を得

ている。
　平成 28 年 9
月には、金沢市
藤江北でフェイ
シャルマッサー
ジの直営 サロ
ン「 美 肌 専 科 

Press」をオープンした。施術にはラヴィージョを使用し、
その効果を実感してもらった上で、商品の購入につなげ
ることが狙いだ。牧義雄社長は「直営サロンへの来店
客数や化粧品の販売額は順調に数字が伸びており、リ
ピーターも増えてきています」と語る。
　このほか、直営サロンのホームページと他社の通販サ
イトで販売し、ISICO のネットセミナーに参加しながら、
自社販売サイトの立ち上げも目指している。
　商談会にも積極的に参加し、平成 29 年 10月には、
金沢ホテル懇話会の誘客プロジェクト「金澤八家」が
主催する商品展示会に出展。金沢国際ホテル（金沢市）
との商談が成立し、ホテル内での取り扱いが始まったほ
か、ホテルアローレ（加賀市）のエステサロンで商品が
施術に使われるなど成果を挙げている。

売上比率を3分の1に

　今後は代理店と連携して全国販売を見据えるが、そ
の際、ネックになりそうなのが、原価率の高さである。
少しでも利益を確保したい代理店からすれば、原価率
が高い商品は扱いにくい。そのため、品質を落とさない
よう容器などを見直して原価率を下げていく考えだ。
　全国への販路開拓に合わせ、2 年後には増産体制を
整え、将来的には現在 1％に過ぎない自社ブランドの売
上比率を3 分の1にまで引き上げたいとしている。
　牧社長は「化粧品原料メーカーではなく、自社ブラン
ドを展開する化粧品メーカーとして認められるのが目標
です。基礎化粧品に特化したアイテム数を徐 に々増やし、
頭から足先まで体全体をケアできる商品をそろえていき
ます」と自社ブランドの成長に期待を込める。化粧品は
次 に々新商品が誕生する競争の激しい市場だ。ここで
存在感を発揮していくため、同社でもラヴィージョの改
良版の開発にすでに取りかかっており、品質の高さを武
器に大きな飛躍を狙っている。

クリーンルームで内容物がボトルに充てんされていく。

直営サロン「美肌専科 Press」は、ラヴィージョ
のアピールに一役買っている。
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直径4ミリの超小粒タイプに

　「高齢化」がキーワードとなるのは、人間社会に限っ
た話ではない。ペット業界でも室内犬が増え、生活環境

の向上や予防医療の普及で長寿命化し、高齢化が進ん
でいる。特に、愛らしいチワワを起用した CM で一気に
火が付いた小型犬ブームから15 年がたち、当時に購入
されたペットが人間で言うところの後期高齢者となってい
る。犬も年齢を重ねれば、かむ力が弱まり、胃や腸の働
きもにぶくなる。そうなれば、今までと同じ食事では、体
への負担は大きくなってしまう。
　そんなシニア犬にぴったりなドッグフードとして開発され
たのが、「わんこのきちんとごはん」だ。同商品では、年
老いた小型犬でも口にしやすいよう、ドッグフード一粒一
粒の大きさを極小サイズに抑えている。無添加ドッグフー
ドとして同社が以前から販売する「シェフドッグ」シリーズ
では、中型犬以上が対象の大粒タイプは直径 8 ミリ、小
型犬向けの小粒タイプは直径 6 ミリが基本だが、新商品
は直径わずか 4 ミリ程度。長さも5 ～10ミリほどと短く、
シニア犬でも無理なく食べられるサイズとなっている。

抗酸化作用の高いオメガ3脂肪酸が豊富

　サツマイモは五郎島金時を使うなど、原料の約 7 割
を地元産が占めるのも特色の一つと言える。中でも、
主原料となるタラなどの白身魚は、石川県漁業協同組合

（JF いしかわ）と連携し、金沢港に水揚げされた新鮮

シニア犬向けドッグフードを開発

（株）レガールファクトリー
http://regalfactory.ocnk.net/
金沢市森戸1-104
TEL. 076-240-7890　　　

■ 代  表  者 長野 伸哉
■ 設　　立 平成19年6月
■ 資  本  金 100万円
■ 従業員数 12名
■ 事業内容 無添加ペットフードなどの製造・販売

県 産 食 材を豊富
に使い開発したシ
ニア犬向けドッグ
フード「わんこの
きちんとごはん」。

大粒タイプに比べ、約半分の大きさの極小タイプ（左下）を開発。

化学添加物や着色料などを使わないドッグフードの
製造・販売を手がける「レガールファクトリー」（金沢
市）。同社では、ISICOの活性化ファンドを活用し、シ
ニア犬向けのドッグフード「わんこのきちんとごはん」
を開発した。昨年6月から販売をスタートしており、12月
には商標登録が完了し、戌年となる平成30年からの飛
躍に大きな期待が高まっている。
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なものをその場で冷凍して、鮮度を保ったまま仕入れ
る徹底ぶりだ。魚は DHAや EPAといった話題の
栄養素・オメガ 3 脂肪酸を豊富に含み、健康を維持
することで免疫力を保てる点も魅力。消化を助け、腸
内細菌叢

そう

を整えるオリゴ糖やビフィズス菌も付加して
いる。
　「わんこのきちんとごはん」はヘルシーで高タンパク
質なドッグフードであり、同商品には日ごろの食事を
通して、ペットの健康面をサポートしたいとの思いが強
くにじんでいる。「私たちはエサではなく、全国にいる
愛犬のお母さん代わりとしてご飯を作っているという
気持ちでいます。ですから、安全安心な県産食材を
使い、栄養や鮮度に気を配るのも当然です」。こう言
葉に力を込めるのは、長野伸哉社長だ。
　同商品は 1キロサイズと 250 グラムのお試しサイズ
の2 種類があり、インターネットを中心に販売している。
販売開始から約半年で 1トン以上を売り上げており、
長野社長は売れ行きに大きな手応えを感じている。

サクサクとした食感に苦心

　同社がシニア犬向けドッグフードの開発に乗り出し
たのは 5 年ほど前からになる。新商品の考案にあたっ
ては、ドッグフードのサイズが課題の一つになった。
従来品以上に小さなドッグフードを押し出し成形する
には圧力を高める必要があり、どうしても粒が固まっ
てしまうのだ。いくら小さくても硬くなれば、シニア犬
は食べづらい。この問題を解決するため、長野社長は
原材料の配合を変えたり、水分量を微調整したりする
など、試行錯誤を繰り返した。一方で、新商品の特徴

である栄養成分の分
析など、専門機関に
依頼する試験費用に
は、ISICO の活性化
ファンドを活用。サク
サクとしたクリスピー
な食感を維持しなが
ら、栄養価の高いドッ
グフードの開発につな
げた。
　また、ブランディ
ングにも力を入れ、

ISICO の専門家派遣制度を利用し、商品開発の専門
家との打ち合わせを重ねた。「以前は自己流で考えて
いたが、プロの話を聞き、具体的なコンセプトを取り
入れる重要性を学びました」と振り返る長野社長。同
社では、商品開発後も半年間ほどじっくりと製品のコ
ンセプトづくりに時間をかけ、「家」をイメージした温
かみのあるパッケージデザインなどに反映している。

キャットフード開発も視野に

　同社では、「わんこのきちんとごはん」に続く、新
たな商品開発にも乗り出している。例えば、原料の一
つとして着目するのがイノシシだ。県内では現在、増
え過ぎたイノシシによる農作物への被害が深刻で、駆
除が行われる一方、その後の活用策に課題を抱えて
いる。食肉利用が促されるものの、流通するのはほ
んの一部にとどまる。大部分は廃棄処分されている
のが実情で、同社ではこれらのイノシシ肉をペットフー
ドに活用できないか可能性を探っているところだ。
　加えて、業界団体「ペットフード協会」の推計では、
平成 29 年に猫が犬の飼育数を上回るなど、愛猫家
が増えており、同社ではキャットフードの開発にも焦
点を合わせている。「猫は一匹一匹のこだわりが強く、
商品化は簡単ではありません。それでも添加物をなる
べく使わず、安心して食べてもらえる食事を作ってあげ
たいんです」と話す長野社長。ペットの健康を第一に
考えた開発への意欲はぐんぐん高まっている。長野伸哉社長は、もともとトリミングサロ

ン「CHIEN-CHIEN」を運営。食事に関
する顧客の相談に乗る中で、ペットフード
の開発をスタートした。

製造は平成 28 年に移転した本社ペットフード工場で担う。OEM 製品の製造も
数多く手がけている。



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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　長﨑産業が白山市宮永町に構える
工場は延べ床面積が約990平方メート
ルで、旧工場のおよそ2倍の広さだ。長
さ10メートル以上もある回転式のドラ
ムで米ぬかを焙煎する大型機器と香
ばしさを際立たせるために深煎りする
ことができる平釜を備え、原材料の保
管から加工、充てん、検品、出荷まで、
必要な機材を直線上に配置し、生産

効率を大幅にアップさせた。
　米油やエノキの菌床などの原材料と
して使われる米ぬかを月間400トン集
荷する同社が煎りぬかの製造をスター
トさせたのは平成19年のことだ。東日
本大震災による福島第一原子力発電
所事故が起きると、放射能による汚染
がなく、トレーサビリティーのしっかり
とした煎りぬかとして、注文が数多く
寄せられるようになった。
　長崎成

な お え い

任衛社長が3年前に全国ぬ
かづけのもと工業会の会長に就任し

てからはネットワークが広がり、大手
流通企業からの生産委託も増加。次
第に工場が手狭になったことから、平
成27年に移転に踏み切った。

　新工場への移転に伴い、同社では
ISICOの専門家派遣制度を活用し、
工場改革に関して豊富な実績を有す
る専門家のアドバイスを受けながら、
準備を進めた。
　専門家の助言が役立った一例に
工場のレイアウトがある。同社が従
来使っていた工場は倉庫の一角を仕
切ったものだった。人手が頼りの小さ
な釜からスタートし、空いたスペースに

月400トンを集荷
震災後に注文が急増

設備を直線上に配置
生産がスムーズに

北信越5県と岐阜・愛知から米ぬかや玄米を集荷、販売する長﨑産業。これらに続
く収益の柱として力を入れるのが漬物用のぬか床などとして使われる煎

い

りぬかの製
造、販売で、平成27年1月には白山市相川町から同市宮永町に工場を移転し、新た
に大型焙

ばいせん

煎機などを導入した。同社ではこれに伴って、ISICOの専門家派遣制度を
活用し、新工場の効率的な運用や製造に携わる人材の育成につなげている。

長﨑産業（株） 
金沢市新保本1-312
TEL. 076-218-5358　
■ 代 表 者 ： 長崎 成任衛
■ 設　　立 ： 昭和60年5月
■ 資 本 金 ： 1,000万円
■ 従業員数 ： 17名（パート含む）
■ 事業内容 米ぬか・玄米の集荷、煎りぬかの

製造、販売など
●http://www.nagasaki-sangyo.com

新工場への移転を機に専門家と連携
効 率化や品質アップを実現

昨年末に導入した新型充てん
機。パッケージの不良をカメラ
が自動的にチェックする。
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クレームの見える化で
対策が立てやすく

HACCP導入を見据え
5S活動の徹底へ

機械を買い足しながら設置した結果、
工程間のつながりが悪く、原料を焙煎
室に運び込むために何度も扉を開け
閉めしなければならないなど、決して
使い勝手がいいとは言えなかった。
　そこで新工場では、米ぬかの釜へ
の投入、焙煎、虫や異物の除去、トウガ
ラシや塩の混合、充てん、賞味期限の
印字、検品、出荷という一連の生産工
程がスムーズに進められるように一直
線に機材をレイアウト。同時に米ぬか
の釜への投入を自動化したり、ボタン
一つで作動する大型焙煎機を導入し
たりして自動化、機械化を図った。そ
の結果、焙煎工程は従来の2人から1.5
人へ、充てん工程は2〜3人から1〜2
人へと省力化することができた。
　また、製造ラインの構築に当たって
は、設備メーカーや電気工事会社の選
定や発注はもちろん、長崎社長自身が
専門家の指導を仰ぎながら作業工程
やスケジュールの管理など、施工管理
者としての役割を果たし、コストダウン
につなげた。

　新工場が安定して稼働するように
なってからは、専門家とともに品質管
理レベルの向上などに取り組んでい
る。その一つがクレームの原因究明と
対策だ。
　同社ではこれまでもクレーム内容を

記録していたが、過去
のデータが有効活用
されているとは言えな
かった。そこで、専門家
の助言を受け、クレー
ムの原因と件数、発生
時期を一目で把握でき
るようグラフ化して対
策に役立てた。
　クレーム原因として
最も多かったのは虫の
混入だ。通常、虫は焙
煎後に振動ふるい機によって取り除か
れるはずだが、よく調べてみるとごく
小さな虫の場合、ふるいに掛かる角度
によっては網目をすり抜けてしまうこ
とが明らかとなった。もちろん、網目を
細かくすれば解決するのだが、それで
は生産効率が悪くなってしまう。そこ
で同社では網目を細かくするだけでな
く、独自の工夫によって生産効率を落
とさず、虫を取り除くことに成功した。
　次に多かったのは賞味期限の印字
のかすれやパッケージがしっかりと密
封されていないといった充てん工程に
関するクレームだった。これを解決す
るため、同社が平成28年末にISICO
の支援のもと、ものづくり補助金を活
用して導入したのが新型充てん機だ。
これによって、従来は人の目に頼って
いた印字やパッケージの不良をカメラ
で自動的にチェックできるようになり、
今後本格的に運用されれば、クレーム
の低減、作業効率の向上が実現する
見通しだ。
　ところで、こうした製造に関する課
題を抽出し、専門家と意見を交わしな
がら解決策を探り、実践するという取
り組みの中心を担っているのが二人
の若手社員だ。その狙いは製造現場
におけるリーダーの育成で、長崎社長
は「経営感覚を持った製造部門をボ
トムアップで作り上げてほしい」と期
待をかけている。

　同社にとって、今後の課題とな
るのが食品衛生管理の国際基準
「HACCP」への対応だ。HACCP
は原材料の受け入れから加工、出荷ま
での各工程で健康被害を引き起こす
要因を継続的に監視、記録する衛生
管理の仕組みで、近い将来、すべての
食品事業者に義務化される見通しと
なっている。もちろん同社でも対応が
必要となるため、まずは専門家の指導
の下、HACCP導入の基礎となる5S
（整理・整頓・清掃・清潔・しつけ）の
徹底に取り組んでいる。
　一方で長崎社長は「HACCPに対
応し、衛生レベルを向上させていくに
は相応のコストが必要だが、売値には
転嫁できない。売値を据え置いたまま
で収益性を上げていくには効率アップ
しかない」と今後は新工場の生産力
をさらに引き出し、一層の効率化を図
る。
　さらに将来的には、ビタミンB類や
ビタミンE、抗がん作用が期待できる
フィチン酸など、栄養成分や機能性成
分を豊富に含む米ぬかの特徴を生か
し、ぬか床だけでなく、菓子材料など
の用途でも販路拡大に取り組む考え
だ。

ISICOが派遣する専門家と連
携して新工場を立ち上げ、軌道
に乗せた長崎成任衛社長。

長﨑産業が製造、販売する漬物用のぬか床。原料の集荷から加工までを一貫して
手がけるのは全国でも同社だけ。



植物油インキを使用し、環境にやさしい「水なし印刷」を採用。

イシコ・トピックス

　ISICOは、県内中小企業等が開発し
た新商品等の普及・促進を図るため、
常設の新商品展示スペースを設置して
います。
　展示ギャラリーが設置されている石
川県地場産業振興センターはイベント、
会議が通年開催されており､ 年間約 40
万人の利用者が訪れています。
　新商品のPRの場として展示ギャラ
リーを活用してみませんか。

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

［発行月］ 平成30年2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

新商品展示ギャラリーの
展示製品を募集しています！

石川県地場産業振興センター

 県内企業 22 社と金沢工業大学および
ISICO は、12 月 18 日に石川県地場産業
振興センター会議室で、「石川県航空機
産業クラスター」の発足式を開催しまし
た。これまで県内企業の連携による一
貫生産体制の構築を目指し、航空機産
業の振興に取り組んできており、さらな

る航空機産業のすそ野拡大のためクラスターを発足しました。今後は、クラス
ター内で材料調達から加工- 検査 - 完成品を納品する一貫生産体制を構築し
て、グローバルコスト競争力の強化に取り組んでいきます。

　ISICO は 1 月 17 日に石川県地場産業振興
センター研修室で、「困り事からアイデアで
価値を生む！ネットで月商 650 万円まで成
長。ママ雇用 30 名以上生む事ができたニッ
チ事業と Instagram 活用」と題し、ネット
販売成功の秘訣セミナーを開催しました。
　抱っこひもカバー専門店（株）ルカコ代表
取締役の仙田忍氏が講師を務め、起業し
てからの歩みやママ雇用の取り組み、自社商品のブランディング、ＳＮＳを活
用した接客方法など事例を交えながら紹介し、52 名の参加者は熱心に耳を傾
けていました。

　ISICO は 1 月 16、17 日に能登鹿北商工
会との共催で、「簡単にできる YouTube 集
客セミナー」を開催しました。講師はよろ
ず支援拠点の守部和孝コーディネーターが
務め、5 名の受講者はスマートフォンなどを
触りながら動画のアップロードや編集方法
などについて学びました。

　よろず支援拠点では、商工会議所や商工会と連携し 3 月まで SNS（YouTube や
Facebook ほか）活用セミナーを開催する予定で、最新情報は下記 URLでご確認
ください。

●【IT活用支援ステーション】https://www.isico.or.jp/site/itstation/

ネット販売で急成長！

航空機部品の一貫生産体制を強化 

SNSサービスの活用のコツを教えます！

「ネット販売成功者に学ぶ販売促進セミナー」を開催

「石川県航空機産業クラスター」を発足

『初心者向けITミニセミナー』を開催

実際に操作しながらSNS活用に理解を深めました。

ネット販売成功の秘訣を学ぶ参加者。

航空機分野で受注獲得を目指す企業が集結。




