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ギフト・ショーを糸口に販路拡大へ 

ISICOの支援受け
21社が売り込み

（公財）石川県産業創出支援機構  Ishikawa Sunrise Industries Creation Organization

 vol.109

「東京インターナショナル・ギフト・ショー」で（株）トー
ケンが PR した「鐡重音（くろかさね）」。基盤として使わ
れている保水セラミックスパネルが注目を集めた。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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海外のバイヤーも注目
外国人向けサイトにも掲載

　建設総合サービス業を営むトーケ
ンは、小松マテーレが開発・製造し
た保水セラミックスパネルを活用し、
緑化事業などに取り組んでいる。こ
のパネルは、工場排水を浄化する
際に生じる産業廃棄物に粘土や能
登の珪藻土などを混ぜて焼成した
リサイクル素材。トーケンでは、こ
のパネルを使って「鐡

く ろ か さ ね

重音」と名
付けたインテリア商品を新たに開発
し、ギフト・ショーに臨んだ。小松
市の鉄職人、酢馬慶太さんが制作
した鉄の器に保水セラミックスパネ
ルをセットし、植物を植えた鐡重音
は、現代の住空間にマッチするシン
プルモダンなデザインで、ホテルや

旅館、レストランへの販売を想定し
ている。
　ギフト・ショーでは対応しきれな
いほどの来場者が足を止め、鐡重
音や保水セラミックスパネルに対し
て、多数の見積もり依頼があった。
国内だけでなく、海外のバイヤー、
メディアからの関心も高く、ドバイ
からはこのパネルを使って商品を開
発したいとオファーがあったほか、
外国人向けビジネス・生活情報サイ
トでも取り上げられるなど、大きな
注目を集めた。

全国放送で注目度アップ
自社サイトへのアクセス急増

　ギフト・ショーでは思ってもみな
かった機会にも恵まれた。会場に

取材に訪れていた TBS の人気情報
番組「がっちりマンデー !!」が保水
セラミックスパネルについて大々的
に取り上げてくれたのだ。
　きっかけとなったのは会場内で面
白い商材を探し歩いていた取材ク

ISICOの支援受け
21社が売り込み

来場者インタビューを機に
人気テレビ番組が取材

蜜蝋（みつろう）焼き付けや焼き入れを施した鉄器と保水セ
ラミックスパネル、植物を組み合わせた「鐡重音」（33,000
円〜／税込み）。

黒を基調にシンプル＆モダンなイメージの ISICO
ブース。ギフト・ショーの LIFE×DESIGNアワー
ドでベストブースデザイン賞を受賞した。

Gift Show

ISICO では、県内中小企業等が開発した新商品の販路開拓を後押しするため、2006 年度か
ら毎年、日本最大のパーソナルギフトと生活雑貨の国際見本市「東京インターナショナル・ギフ
ト・ショー」（以下ギフト・ショー）に出展している。2019 年 9月に開かれたギフト・ショーで
は ISICO が設けたブース内に 21社が出展し、独自の技術や工夫を凝らした商品をバイヤーら
にアピールした。今回の巻頭特集では、ISICO の支援を受けて出展するメリットやギフト・ショー
で得られた成果について3 社の声を紹介する。

ギフト・ショーを糸口に販路拡大へ
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ルーによる来場者へのインタビュー
だった。保水セラミックスパネルは
スポンジのように多孔質の構造で、
1㎡の板で何と14ℓもの水を蓄える
ことができる。こうした特長を分か
りやすくアピールしようと、トーケン
では ISICO 職員からのアドバイス
を受け、展示ブースでパネルに大量
の水を含ませる実演を行っていた。
この様子に驚いた来場者がインタ
ビューに対して「今までに見たこと
のない素材があった」と答え、取材
が実現したのだ。
　番組はギフト・ショーから約 1 カ
月後に放送され、小松マテーレで

撮影された映像も含め、「水を吸い
込む不思議な石」として約 6 分に
わたって紹介された。放送後、緑
化用はもちろん、農業用や水質浄
化用などとして、現在までに150 件
を超える問い合わせが寄せられて
いる。鐡重音についても、大学の
研究室や企業のエントランスなどに
飾りたいと注文が入った。
　また、同社のホームページへのア
クセスも急増した。サイト内で一般
消費者向けに販売していた保水セ
ラミックスパネルを使ったスプラウ
ト野菜の栽培キット「窓際のポット
ちゃん」は在庫していた約150個が
あっという間に売り切れた。
　このほか、ギフト・ショーを主催

するビジネスガイド社が発行する「月
刊 Gift Premium」での取材・掲載
も決定。玉井禎人グリーンビズ事
業部長は「出展することで注目され、
認知度も上がった。今回つかんだ
チャンスを生かして、これからも頑
張っていきたい」と話し、一層の拡
販に意欲を見せている。

15社と商談が進行中
神戸の百貨店が催事で販売

　木材の販売、加工を手がける東
森木材がギフト・ショーで売り込ん
だのは、県木である能登ヒバ（アテ）
を用いた木製アート「のとひばこ」
である。これは、レーザー加工機
で精緻に彫刻、切断した薄い木製
シートを何枚も重ね合わせ、フレー
ムに収めたインテリア雑貨で、鼓
門や兼六園、尾山神社といった金

沢の名所を立体的に再現。木の温
もりや香りを楽しみながら、旅の
思い出に浸ることができる土産品と

して販売している。
　ギフト・ショーの期間中には、バ
イヤーなどから「作り込みが非常に

展示や声かけのこつなど、
丁寧なアドバイスが参考に

TBS のクルーによる取材の様子。

巻頭特集

玉井禎人グリーンビズ事業部長（写真右）と木下理恵広報
営業課長。ギフト・ショーでの反響を受け、今後の販促に
手応えを感じている。

■ 資本金　　7,000 万円
■ 従業員数　84 名（グループ全体）
■ 事業内容　建設事業、不動産開発事業、
 賃貸マンション事業、環境関連事業、

高齢者介護施設紹介事業
■ 代表者　　根上 健正
■ 設　立　　1970 年 7 月

金沢市入江 3-25（金沢本社）
TEL. 076-291-8818

（株）トーケン http://www.token-web.com
企
業
概
要

「のとひばこ」にはベーシックな「雅」（写真中央／幅 170
×高さ145 ×奥行 45mm）のほか、金箔で装飾した「輝」

（写真左）、自分の手で組み立てられる「和」（写真右）の
3 種類がある。価格は「雅」が 12,100 円（税込み）。

Gift Show
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緻密」「新規性がある」といった評
価が寄せられ、その後、関東や関
西のネットショップ、美術館や空港
にあるショップ、ホテルなど約 15
社と商談が進んでいる。
　このうち神戸市内にある百貨店
パレスサフランでは、昨年 11 月に
開かれた催事でのとひばこを販売
した。東森木材では、地元の消
費者に喜んでもらおうと神戸の観
光名所である「風見鶏の館」をモ
チーフにした新商品も持ち込み、
街道登社長は「思っていたよりもた
くさん売れた」と笑顔で話す。
　ギフト・ショーでは、これまで
接点のなかった香林坊大和のバイ
ヤーとも商談が進み、今年 3 月の
催事での販売が決定している。

多くのバイヤーに
知ってもらえたことが収穫

　東森木材がのとひばこを開発し
たのは、住宅着工数が減り、木

材需要が減少する中、何か新たな
事業をと考えたことがきっかけだっ
た。木材に付加価値を付けるため、
2016 年にレーザー加工機を導入。
試行錯誤の末に 2018 年 10 月に
完成させたのが、のとひばこだっ
た。
　とはいえ、従来の業務とはまっ
たく違う販路の開拓は難航した。
飛び込み訪問や取引銀行の紹介
などで、少しずつ扱ってくれる店
舗が増えたものの、もっと PRし
て認知度を上げなければとギフト・
ショーの ISICO ブースへの出展を
決めた。
　「出展前には、効果的な展示方
法やバイヤーへの声かけのこつな
どについて、丁寧な指導を受ける
ことができて、大変参考になった。
商品に合わせた展示台もあつらえ
てくれて助かった」と話す街道社
長。アドバイスを参考に、一番上
には遠くから見ても目立つよう4 倍
のサイズの商品を展示、下段には
手に取ってみてもらえるよう、あえ

て雑然とした雰囲気に商品を配置
したほか、商品の特長である立体
感を強調するため、背景に光が差
し込むようにした。
　「広告もせず、知る人ぞ知る商
品だったのが、ギフト・ショーを
通じて全国の人の目に留めてもら
うことができた」。街道社長はそ
う喜び、今後は葛飾北斎の作品、
日本各地の城をモチーフしたもの
など、ラインアップを拡充するほ
か、ギフト・ショーでの出会いを
足がかりに販路開拓に力を入れる
考えだ。

伝統に培われた
確かな品質が好評

 　「セミの羽のよう」とも言われ
る能登上布は、薄くて軽く、涼感

のある肌触りが特徴の麻織物であ
る。起源は二千年前にさかのぼる
とも言われ、昭和初期には 140 軒
の織元が存在したが、現在では山
崎麻織物工房が唯一その伝統を

レーザー加工の様子。木の性格や温度、湿度によって、
出力を微調整しながら仕上げる。

写真左から、のとひばこのデザインを担当する中山亜
希子さん、街道登社長、レーザー加工を手がける西
島孝主任。

伝統的な手織りで能登上布を作り続ける山崎麻織物工
房。手前に見えるのが新たに完成させた広幅の織機だ。

巻頭特集

■ 代表者　　街道 登
■ 設　立　　1988 年 9 月
■ 資本金　　2,000 万円
■ 従業員数　13 名
■ 事業内容　木材の販売、加工

金沢市湊 1 丁目 67 番地
TEL. 076- 237-1213

東
と う し ん

森木材（株） http://toushinm.com
企
業
概
要

能登上布をファッションフロアへ
売り場が変わる大きな一歩

Gift Show
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守っている。
　そんな同社がギフト・ショーに
出品したのは「RAMIE EPOCH

（ラミー・エポック）」のブランド名
で展開するファッション・小物雑
貨だ。中でも代表的な商品と言え
るのがスカーフやストールである。
どちらも能登上布の中でも伝統的
な「万筋柄」で、明るめのブルー
やピンクを基調に 3 色に染め分け
た経

たて

糸
いと

で細かなストライプ柄を表
現し、ジャケットなど洋装にマッチ
する仕上がりとなっている。
　山崎隆社長は「着物用の生地を
そのまま使うと張りが強すぎるの
で、織物の密度を粗くして、手も
みでしわ加工を施して肌触りをよく
した。吸湿性に優れ、春から秋ま
で長く活躍するファッションアイテ
ムだ」と胸を張る。
　麻 100％の高級な商品が市場に
少ないこともあり、ギフト・ショー
に訪れたバイヤーからは品質の良さ
や伝統のある着物をルーツとする
ストーリー性を高く評価された。現
在は 14 件の商談が進行中で、成
約見込みは 8 件を数える。

洋服用の生地供給へ
広幅の織機が完成

　ギフト・ショーでバイヤーらに対
応したのは営業・商品企画担当の
久世英津子さんだ。事前に専門家
から「ターゲットとする店舗のバイ
ヤーにしっかりと PR できるよう、
その店舗の雰囲気を意識したディ
スプレーを」とアドバイスされたこ
とから、ハイクラスの百貨店・セレ
クトショップを念頭に、商品点数を
絞り、余白を生かした展示を心が
け、高級感を演出した。
　すると、都内にある伊勢丹の

ファッションフロアでのポップアッ
プショップ出店に向け、商談が具
体化するなど、狙いが的中。久世
さんは「これまでも百貨店の催事
に出店することはあったが、売り
場が着物売り場の近くで、客層が
限定的だった。ファッションフロア
ならば、より多くの人に知ってもら
える。売り場が変わるのは大きな
一歩」と喜ぶ。
　 また、 ギ フト・ショー に は
ISICO の販路開拓アドバイザーも
常駐することから、現地で即座に
アドバイスをもらえるほか、顔なじ
みのバイヤーとマッチングしてくれ
たことも、力強いサポートとなった。
　現在、同社では反物の卸売り
が 9 割以上を占めるが、市場規
模は縮小傾向にあることから、将
来を見据え、ファッション・小物
雑貨の商品開発や販路拡大に力

を入れる方針だ。工房内では、
ISICO のチャレンジ支援ファンド
事業を活用して完成させた広幅の
生地を織ることのできる織機が出
番を待つ。この織機で織った生
地を使えば、ワンピースやコートと
いった洋服も作ることが可能で、
ギフト・ショーで開拓した販売ルー
トに対しても能登上布を強力にア
ピールすることができそうだ。

能登上布の伝統を守りつつ、新事業に挑戦する山崎隆
社長（写真左）と営業・商品企画担当の久世英津子さん。

■ 代表者　　山崎 隆
■ 創　業　　1891年
■ 資本金　　500 万円
■ 従業員数　7 名（パート含む）
■ 事業内容　能登上布の製造、販売

羽咋市下曽祢町ヲの部 84 番地
TEL. 0767-26-0240

（株）山崎麻織物工房 http://notojofu.com
企
業
概
要

能登上布の素材や製造法を踏襲しながら、着物とは違う鮮やかな色合いを表現したスカーフ（8,800 円／税込み）。
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東京都庭園美術館など23店舗で販売

　ATTE chouchou は再
生紙に消臭・抗菌効果のあ
る能登ヒバの粉末を混ぜ込
んだシートを活用した商品
である。筒状に組み立てて、
靴の履き口に入れておくだ
けと使い方は簡単そのもの。
気になる靴の臭いを消して
くれる機能が約半年間持
続する。車やトイレの消臭、

安らぎを感じさせる空間を演出するインテリアとしても使
うことができる。
　現在は花やチョウなどをモチーフにした「山と歩く」
シリーズ4 種類、兼六園の徽

ことじとうろう

軫灯籠や金沢駅の鼓門な
どをかたどった「古都の美」シリーズ 4 種類の計 8 種
類をラインアップ。金沢らしさを感じてもらえるよう金箔
もあしらった。
　2018 年 4 月の発売以降、自社のネットショップのほ
か、東急ハンズ、県内の道の駅や宿泊施設、北陸自動
車道のサービスリアなど、2019 年11月末現在で 23 店
舗に販路が広がり、20 ～ 40 代女性を中心に着実に売
り上げを伸ばしている。また、ロゴマークなどを印字で
きるため、セールスプロモーションや企業の周年記念な
どノベルティとしても採用されている。
　商品の新規性やデザイン性が注目され、これまでに

㈱アシストエリア
http://atte.jp
金沢市泉本町1-201-1
TEL. 076-255-7799

■ 代  表  者 野村 英史
■ 設　　立 2008年10月
■ 資 本 金 100万円
■ 従業員数 2名
■ 事業内容 地域資源を生かした商品の企画・製造・販売

事業、総合保険代理店事業、コンサルティン
グ事業、セミナー事業など

能登ヒバの消臭・抗菌効果
を活用して開発した靴用消
臭キット「ATTE chouchou」

（880 円／税込み）。

県木である「能登ヒバ（アテ）」は、抗菌・防虫効果に優れた建材として重宝されるほか、香りがよく、消臭効
果があることでも知られる。そんな能登ヒバの間伐材チップを活用し、「ATTE（アッテ）」のブランド名で商
品開発に取り組んでいるのがアシストエリアである。アロマルームスプレーに続く第2弾として、活性化ファン
ド事業の後押しを受けて商品化した靴用消臭キット「ATTE chouchou（シュシュ）」は注目度も高く、着実
に売り上げを伸ばしている。

「OEM・ノベルティを探している企業はぜひ
ATTE chouchou を利用してほしい」と呼び
掛ける野村英史社長。
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「ウッドデザイン賞 2018」（ウッドデザイン賞運営事務
局）、「いしかわエコデザイン賞 2018」（石川県）、「エ
コプロアワード 2019 奨励賞」（産業環境管理協会）を
受賞。2019 年 12月にはもてなしの心を感じる全国の
商品やサービスを選ぶ 「OMOTENASHI Selection」

（おもてなしニッポン実行委員会）に選ばれ、野村英史
社長は受賞を契機にさらに販路を拡大しようと意欲を燃
やしている。

第三者テスト機関が機能性を評価

　能登ヒバを利用した商品開発が始まったのは約 5 年
前にさかのぼる。能登で林業に携わる人々 との出会いを
きっかけに、低迷する業界の現状を知った野村社長が、
能登ヒバの魅力を発信し、ブランド価値を高めようと、
製材業者や美容業者などと、能登ヒバ活性化プロジェ
クト実行委員会を立ち上げたのだ。第 1 弾としてはその
香りに着目。リラックス効果のある独特の香りを気軽に
楽しんでもらおうと、能登ヒバの精油を使った「アロマ
ルームスプレー」を商品化した。
　続く第 2 弾の開発に向け、野村社長が目を付けたの
が能登ヒバの消臭効果だった。とはいえ、商品化する
には機能性を科学的に裏付けるデータが欠かせない。
そこで、2016 年度には活性化ファンドの事前調査事業
に申し込み、日本を代表する第三者テスト機関である一
般財団法人カケンテストセンターに、能登ヒバの粉末を
混ぜた再生紙の試験を依頼。結果は上々 で、嫌な臭い
の元となるアンモニアガス、酢酸ガス、イソ吉草酸ガス
が 2 時間で 96 ～ 99％以上も減少するとのデータが得
られた。
　「評価が悪ければ、開発は諦めようと思っていたが、
しっかりとしたエビデンスが得られたので、自信を持っ
て商品化することができた」。野村社長はそう話し、
2017年度からは活性化ファンドの本事業の採択を受け、
開発を加速させた。

ITを組み合わせた新商品も構想中

　商品のデザインに当たっては、野村社長が考案したイ
メージを、金沢美術工芸大学の学生が具体化していっ
た。従来の靴用消臭グッズとは一線を画す、遊び心にあ
ふれた商品に仕上げようと、形状は中敷きのように平面
的なものでなく、飾っておきたくなるような立体的なもの
とした。また、「コミュニケーションが生まれるようなグッ

ズにしたい」（野村社長）との思いから、一部の商品に
はメッセージやイラストを書き込めるスペースを作った。
　発売から約1年間は販路開拓に苦戦したが、一軒ず
つ粘り強く交渉を重ねた結果、2019 年春以降は一気に
取り扱ってくれる店舗が増えていった。
　ISICOのサポートも販路の拡大につながった。例えば、
ISICOと金沢ホテル懇話会が開いた商談会を契機にホ
テル日航金沢などへの納品が決まったほか、ISICO能登
サテライトに常駐する職員の働きかけで、能登地区の店
舗との取引が増加。ISICO が派遣する専門家からは県
外への販路開拓についてアドバイスを得た。
　日本最大のパーソナルギフトと生活雑貨の国際見本市

「東京インターナショナル・ギフト・ショー」のISICOブー
スに出展したことで大きな反響を呼び、この春海外の
家具メーカーのノベルティとして採用されたほか、東京
都庭園美術館での販売が決まった。
　販売が苦戦していたアロマルームスプレーも、
ATTE chouchouと併売することで、販路が広がり、
売り上げが伸びるという相乗効果が出始めている。
　「詳細はまだ明かせないが、第 3 弾として、能登ヒバ
とITを組み合わせた新商品を構想している」と話す野
村社長。これまでとは違うアプローチで林業や森づくり
を応援するブランドとして、ATTE の商品群をさらに大
きく育て上げる考えだ。

能登ヒバから抽出したアロマウォーターを使って開発した「ATTE アロマルーム
スプレー」（2,200 円／税込み）。

能 登ヒバ活 性化
プ ロジェクト 実
行 委員会の事務
局を 兼 ねるアロ
マ＆ネイルサロン

「Neroli（ネロリ）」。



能登産のミニトマトやシイタケを活用

　羽咋駅前商店街と中能登町のアル・プラザ鹿島内に
店舗を構える牛勝のショーケースには、焼き肉用やしゃ
ぶしゃぶ用の精肉とともに、ソーセージやベーコン、レバー
ペーストといった自家製の食肉加工品が並ぶ。
　主役となる豚肉は、長年精肉に携わってきた肉のプロが
目利きした良質の能登豚を主に使い、味の決め手としてミネ
ラルをたっぷりと含んだ珠洲産の海水塩を使用する。
　製造法は正統派のドイツ式で、長時間塩漬けした豚

肉を、カッターと呼ばれるマシンを使って、肉と脂がしっ
かりと混ざり合い乳化したエマルジョンという状態に仕
上げた後、羊の腸に充てんし、スモークハウスに入れて
ブナのチップで燻製する。塩漬けする前に豚肉から血管
や汚れを丁寧に取り除くなど、手間暇を惜しまない丁寧
な仕事が、ふっくらと柔らかな食感と、ジューシーで雑
味のない味わいを生み出している。
　ピリッと辛いチョリソーに羽咋産の唐辛子を使用する
など、能登の食材も積極的に活用している。夏季限定
で販売するのは、能登野菜の一つである能登ミニトマト
のソーセージだ。細かく刻んで乾燥させたミニトマトが
混ぜ込んであり、爽やかな風味が口いっぱいに広がる
と好評だ。年明けから春先にかけては原木シイタケのと
115 を使ったソーセージも販売している。こちらもシイタ
ケの旨味や香りが感じられておいしいと評判だ。

ふるさと納税の返礼品として人気

　こうした手作りの食肉加工品は、ありのままの自然の
おいしさを味わってもらいたいとの思いから「のまま」の

能登豚の手作りソーセージを販売
本場ドイツのコンテストで高評価

精肉販売を営む牛勝では、約3年前に店の一角にドイツ製
のスモークハウス（燻製機）などを導入して工房を設け、自
家製ソーセージの製造、販売に乗り出した。能登豚や能登
産の塩を活用したソーセージは2019年に本場ドイツの業
界団体が主催するコンテストで金賞、銀賞に選ばれ、味は
折り紙付きだ。地元羽咋市のふるさと納税の返礼品として
人気を博すなど、着実に売り上げを伸ばしており、これか
らの会社の成長を牽引する事業として期待されている。

（有）牛
ぎゅうかつ

勝
羽咋市川原町テ27-3   TEL. 0767-22-0029
■ 代  表  者 番匠 久雄
■ 設　　立 1961年1月
■ 資  本  金 1,600万円

■ 従業員数　12名
■ 事業内容　精肉販売、
 　　　　　　食肉加工品の製造販売

東京の人気店で修業し、ソーセージの開発と製造を担う番匠尚弘さん。

良質な能登豚や珠洲産の海
水塩を使用して丁寧に手作り
された「のまま」の商品。

http://nomama.shop
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ブランド名で展開し、販路は同社直営の 2 店舗のほか、
地元の道の駅のと千里浜、七尾市の能登食祭市場など
に広がっている。
　羽咋市内で開催されるイベントなどでは、黒こしょう
とガーリックを利かせた太めのソーセージ・ビアブルスト
を串に刺し、「能登豚フランク」と名付けて、その場で
焼いて販売することもある。夏休み期間中の土日には、
道の駅のと千里浜でも同様の取り組みをしており、1 本
食べた客がもう1 本追加で買い求めるなど、売り上げも
好調だ。
　また、羽咋市のふるさと納税の返礼品に採用されたこ
とも、売れ行きに拍車を掛け、2018 年には 400 セット
を販売した。
　新たな販路として期待をかけるのが、ISICO の活性
化ファンド事業の助成金を活用して整備したネットショッ
プで、今後の本格稼働に向け、着 と々準備を進めている。

東京の名店で修業して工房を開設

　事業を発展させるため、いつかは食肉加工品の製造
を手がけたい。番匠久雄社長が長年温めていた構想
が実現に向けて動き始めたのは、同社の社員が、全国
食肉事業協同組合連合会が主催する食肉加工品のセミ
ナーに参加したことがきっかけだった。
　このセミナーで講師を務めていたのが、東京都内で
ソーセージ工房を営む「ぐるめくにひろ」のマイスター
である。その後、番匠社長の娘婿である尚弘さんが同
店で修業に励み、ソーセージ製造のノウハウを身に付
けるとともに、製造に必要な機材はものづくり補助金を
使って導入し、2016 年 12 月に本店内にソーセージ工
房を開設した。
　「肉と脂をしっかりと混ぜ、いい状態のエマルジョン
を作るには、温度管理が重要です。一定の温度まで上
がらないと乳化しませんが、温度が高すぎると分離して
しまいますから、時には氷を入れて冷やすなどしなが
ら、手と頭をフル回転させて製造しています」（尚弘さ
ん）。

食肉加工品を会社の成長エンジンに

  「味覚や好みは人それぞれなので、万人に合う味に
はできない。最終的には自分が本当に食べたいと思う
ものを作りたい」と話す尚弘さん。その味は本場ドイ

ツからも高く評価されている。ドイツ食肉連盟が主催
する「IFFA 日本食肉加工コンテスト2019」で、ベー
コンとレバーペーストが金賞に、粗挽き肉を加えず滑ら
かな食感に仕上げた「フランクフルター」と、燻製せ
ず優しい味わいに仕上げた「ミュンヘナーヴァイスヴル
スト」が銀賞に輝いたのだ。
　コンテストは例年、ドイツ・フランクフルトで開催さ
れる国際食肉産業見本市「IFFA」の一環として行わ
れている。しかし、2019 年は豚コレラの感染拡大を
理由に、アジアからの出品が認められなかったため、
特別に日本で開かれ、牛勝でも活性化ファンド事業の
後押しを受け、5 品を出品した。
　当日はドイツから食肉マイスターが来日し、全国各地
の食品加工メーカーが腕によりをかけた約 530 品につ
いて、味や香り、見た目、スパイスなどについて厳正
に審査した。
　初挑戦にもかかわらず、金賞、銀賞を獲得した尚弘
さんは「受賞を励みに、これからもおいしいソーセー
ジを作っていきたい」と笑顔を見せる。将来的には会
社の成長エンジンとして、食肉加工品の売り上げをさ
らに伸ばそうと、スライスして食べる極太のソーセージ

「アウフシュニット」や能登金時を使ったソーセージな
ど、商品ラインアップの拡充を目指し、日々チャレンジ
を続けている。

スタッファーと呼ばれるドイツ製の機械を使った腸詰め作業の様子。

「IFFA日本食肉加工コンテスト2019」で高評価を受け、自信を深めた。
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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。

経済産業省が実施する 「戦略的基盤技術高度化支援事業 （サポイン事業）」は、中小企業・小規模事業者が大学・公設試
験研究機関などと連携し、ものづくり基盤技術の高度化につながる研究開発やその事業化を支援する事業です。ISICO
では事業管理機関として、申請書の作成、研究開発や事業化に必要な連携体制の構築、事業の進

しんちょく
捗管理などの側面から、

県内企業をサポートしています。

研究開発のパートナー探しや
申請書作成をISICO がサポート

ISICOの管理案件
6件すべてが採択

　サポイン事業では、複合・新機能材
料、精密加工、立体造形など特定の技
術分野で、企業が単独では解決できな
い課題をテーマに掲げ、複数の企業や
研究機関などが力を合わせて研究開
発に取り組みます。補助事業期間は2
年度または3年度で、補助金額は2年度
合計で最大7,500万円、3年度合計で
最大9,750万円となっています（補助率
2/3以内）。補助金は、研究開発や試作
に必要な設備費、原材料費、人件費、
外注費、マーケティング調査費など、幅
広い使途が認められています。
　2019年度は全国で304件の提案の
中から137件が採択され、採択率は約
45％でした。ISICOが事業管理機
関となって提案した6件はすべて採択
され、採択数・採択率ともに全国の中
小企業支援センターの中でトップでし
た。

事業化に向け
川下企業がアドバイス

　申請や採択後の研究開発を事業管
理機関として強力にサポートするのが
ISICOです。例えば、「サポイン事業
を活用して技術的な課題をブレークス
ルーしたいのだが、研究開発のパート
ナーが見つからない」といった場合、
ISICOが連携体制の構築に協力しま
す。
　「工科系の大学や高専、石川県工業
試験場など、連携できる機関が多いの
が石川県の特徴」と話すのはISICO
の漢野救

すけ

泰
やす

事務局参事です。このほか
にも、国内最大規模の公的研究機関で
工業試験場内にも拠点を設ける産業技
術総合研究所、県とISICOが連携協
定を結ぶ東京大学先端科学技術研究
センターをはじめ、県内外を問わず、研
究開発に最適なパートナーをマッチン
グします。
　また、申請書の作成に当たっては、審

査の際に外部有識者などから評価され
るポイントを押さえた内容になっている
かなどについて、経験豊富なISICOの
スタッフが吟味し、ブラッシュアップし
ます。
　採択後、研究開発が円滑に進むよう
サポートするのもISICOの役割です。
年に2、3回は、川下企業や外部有識者
をアドバイザーとして迎えて研究開発
委員会を開催し、事業の進捗状況を確
認するとともに、開発の方向性について
チェックし、必要に応じて軌道修正を図
ります。
　サポイン事業の公募期間は例年1月
下旬から4月下旬となっています。「県内
企業の皆さんに積極的に活用してほし
いと思っています。お気軽にISICOに
ご相談ください」（漢野参事）。

漢野救泰参事（写真左
から3人目）をはじめ、
ISICOのスタッフがサ
ポイン事業を利用する
県内企業をバックアッ
プします。

戦略的基盤技術高度化支援事業（サポイン事業）

【お問い合わせ】
ISICO プロジェクト推進部 技術開発支援課
TEL.076-267-6291
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　当社がサポイン事業で取り組んでいるのは、
環境調和型電子冷却モジュールの開発です。電
子冷却モジュールは、電気を流すことで両端に温
度差が生じる熱電変換材料を用いて、ものを冷
やします。従来、熱電変換材料には、ビスマスや
テルルといった、レアメタルが使われていました
が、これらは非常に高価な上、資源の埋蔵地域に
偏りがあるため、通信用半導体レーザーの温度

調節など、限られた用途でし
か使用されていません。
　一方、当社が開発してい
るのはマグネシウムやシリコ
ン、スズから構成する熱電変
換材料を使った電子冷却モ
ジュールです。これらはすべ
て一般的な元素ですから、豊

富に存在し、世界中で採掘が可能です。そのた
め、従来の1/2から1/5という大幅なコストダウン
が可能となります。安価になれば、これまで利用
されていなかった分野でも使えるようなり、当社
としては車の自動運転やデータセンターで今後
利用が増えるAI用高性能プロセッサーなどの
冷却を主な用途として想定しています。
　ISICOの次世代ファンド事業を活用し、既に
新規材料の基礎研究やモジュール化の要素技
術開発を終えており、サポイン事業では、モジュー
ル製造機や評価装置を導入し、製品化に取り組
んでいます。申請書の作成時に的確なアドバイス
をしてくれたり、事業の推進に向けて一緒に考え
てくれたりと、ISICOには本当に感謝しています。
共同研究者の皆さんも積極的に開発に携わって
くれており、大いに助かっています。

　当社はベアリングに組み込まれる
ローラーを加工するための心

しん

無
な

し研削
盤を製造しています。ベアリングは自
動車やロボットなど、さまざまな分野で
用いられ、近年はより小型のものへの
ニーズが高まっています。小さなベア
リングを作るには小径のローラーが不
可欠で、これに合わせ、研削工程でロー
ラーを支えるジグも薄肉化する必要が
あります。現在ジグは、鉄製の基材に、
摩耗防止のための超硬合金焼結体を
溶接の一種「ろう付け」によって接合
することで製作しているのですが、熱
によるひずみ、割れ、剥離による不良が
多発し、コストが高く、製造に時間がかか
ることが課題となっています。
　サポイン事業では、基材の表面に
振り落とした超硬合金の粉末を、レー
ザー光を使って溶かし、積層造形する

新たな製造法の確立に取り組んでい
ます。この製造法では熱の影響が少な
いため、不良が少なく、低コストで、リー
ドタイムも短縮できます。これまで困難
だった1mm以下の超薄肉精密ジグの
製造も可能です。また、従来と違い、1
台の装置にすべての工程を集約しま
す。技術の確立後は自社の心無し研削
盤にこのジグを搭載して、小径ローラー
のニーズに対応するとともに、ジグ単体
の外販にも取り組みます。
　中小企業の場合、自分たちだけで研
究開発を進めるのは限界があり、連携
先を探すだけでも大変です。その点、
サポイン事業では資金面はもちろん、
ISICOの橋渡しで産業技術総合研究
所が積層技術を評価してくれるなど、
外部の知見が大きな後押しになってい
ます。

石川県工業試験場内の
金沢R＆Dセンターで研
究開発に励む内田健太
郎R＆D部門長。

プロジェクトを統括する安根剛執行役員（写真左）と共
同研究機関の一つである東振精機でジグを設計する谷
口靖憲さん。

▼ジグのイメージ図

申請時の的確なアドバイスに
感謝しています。

外部の知見が研究開発の
後押しになっています。

（株）白山 ［金沢市］

（株）東振テクニカル ［小松市］

支援企業の 声

支援企業の 声

CASE 01

CASE 02



イシコ・トピックス

　ISICO が県内の産学官金の各機関と連携して行う創業支援イベント「いしかわ
スタートアップステーション」の第 6 回が 11 月 26 日に加賀市で、第 7 回が 12
月 14 日に珠洲市でそれぞれ開催されました。
　第 6 回ではベンチャー・キャピタルであるオプティマ・ベンチャーズ（株）の
宮川博之氏に「地方での起業  成功するためには」というテーマでご講演いただ
きました。県内ベンチャー企業
によるビジネスプランの発表と
公開ブラッシュアップも行われ、
審査員からさまざまな助言が送
られました。
　第 7 回は、能登地方で取り
組む新規事業・ブランディング
につながるユニークな取り組み
をテーマに、能登の創業者や
実践者による事業紹介や、先
進事例として（株）Ante と数馬
酒造（株）による発表がありま
した。ワークショップも行われ、
事業発表者は参加者から多数
のフィードバックを得ることが
できました。
　どちらも定員を超える申し込
みがあり、参加者の満足度も高
く、盛況を収めました。

　ISICO は 10 月から 11 月にかけて、
輪島市ののと里山空港ターミナルビル
で、産業人材の「質」を高めるための
効果的な人事戦略について学ぶ実践
塾「人材マネジメント塾」を開催しま
した。全 5 回にわたり、人材の採用・
定着・育成の 3 つのテーマでセミナー
を行いました。
　それぞれのセミナーでは、効果的な
求人票の書き方、人材定着率を向上させるための環境整備のほか、組織を活性
化していくためのコミュニケーションのスタンスやスキル、職場でコーチングを実
践するためのポイント等を学びました。

創業について気軽に学べるセミナー

能登地区で人材に関するノウハウを学ぶ

「いしかわスタートアップステーション」（第6回・第7回）

「人材マネジメント塾IN能登」開催

加賀市で開かれた会での県内企業の発表の様子。

珠洲市で開かれた会でのワークショップ。

参加者は人材の採用・定着・育成について学びました。

［発行月］ 2020年1月（年5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

　新年あけましておめでとうございます。
本年も読者の皆様により良い情報をお届
けする情報誌を作ってまいりますので、ど
うぞよろしくお願い致します。
　１月とは思えない気温が続いています
ね。雪がないのは交通の面では楽なので
すが、北陸の冬としては何だか寂しいで
す。北陸の冬といえば、どんよりした曇り
空のイメージが強いですよね。お天気が
イマイチだと気分も沈みがちですが、そん
な時はお部屋の窓際にきれいな緑の植
物を置いてみるのはいかがでしょう。巻頭
特集で紹介させていただいたトーケンさ
んでは保水セラミックスパネルを活用し、
一般向けに「窓際のポットちゃん」という
商品も販売しています。私も実際に自宅で
豆苗を育ててみたのですが、最初に水を
あげるだけで、数日のうちにみるみる伸び
る伸びる…。これならこまめな世話が苦
手な私でも楽に育てられそうです。収穫し
て食べるも良し、そのまま観賞用にするの
も良しです。
　今回は他にもたくさんの素敵な商品を
紹介させていただきました。お見かけの
際はぜひ手に取ってみてください。（M）
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