石川ブランド
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石川ブランドとは
石川県では、 県内の中小企業等の方々が開発や改良した製品のうち新規性や技術の独自性
等において優秀で、 ブランド化できる可能性が高いと認められる製品を 「石川ブランド製品」
として認定・支援しています。

LOGO DESIGN
石川の石という字をかたどり、
県内企業が開拓者として、 これからの時代に合った
切り口で突破口を開いていくという思いが
込められています。

石川ブランド製品認定制度のポイント
申請の対象
石川県の中小企業等が新たに開発又は改良し、 概ね１年以内に販売開始した製品で、
以下の５部門いずれかに該当するもの。（毎年概ね４～５月に募集します。）
❶
❷
❸
❹
❺

機械
情報
繊維その他産業材
食品
伝統的工芸品・生活雑貨・インテリア等

審査・求評会の開催
ブランディングの専門家や商社のバイヤー等により、申請製品のブランド化可能性の審査
及びアドバイスを行います。

認定の称号・支援内容
プレミアム石川ブランド
（最優秀賞：１件/１部門）

認定後の支援
・ブランディング等の専門家による個別指導（２回）
・製品のブランド化経費の補助（限度額４０万円・補助率２/３）
・シンボルマークの付与

グッド石川ブランド
認定後の支援
（優秀賞：最大３件/１部門） ・ブランディング等の専門家による個別指導（１回）
・シンボルマークの付与
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令和3年度
プレミアム石川ブランド認定製品
機械部門

株式会社 北菱

スー パ ーミニ モ グ プ ラ ス
（穿孔機）

「下水道のことなら北菱にお任せ」を
目指して
• 昭和２５年に創業し、３０余年に渡り下水道維
持管理製品の製造を行ってきた北菱が開発し
た、 下水道管の維持補修用ロボット。
• 本製品は、 地上からの操作で、 下水道管内
の破損・詰まりの原因となる異物の除去や、
補修に係る作業が可能であり、 下水道管を掘
り起こさずにメンテナンスを行うことができる。
また、 類似製品と比べ軽量・安価で新しく業界に参入する業者にも取り扱いやすいものとなっている。
• 下水道管普及率が７割を超え、 今後の補修需要が見込まれるマレーシアにおいても実地調査を実施
しており、 日本国内のみならず、 幅広い国・地域での下水道問題の解決を通して、 石川県発ＳＤＧs
の積極的貢献を目標に取組みを進めている。
• 本製品を通じて下水道関係の課題をトータルサポートしていくことで、「下水道維持管理機器といえ
ば北菱」 という業界の企業ブランドイメージを確立させることを目指している。

管内作業イメージ

会社名

株式会社 北菱

所在地
TEL

石川県小松市長田町イ－ 18
0761-21-3311

代表取締役

谷口 直樹さん
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令和3年度
プレミアム石川ブランド認定製品
情報部門

株式会社 管理工学研究所 北陸分室
工場・倉庫向け屋内位置検知システム
エアー

どこ いっ太 A i r
工場・倉庫のあらゆる悩みを
解決したい
• ソフトウェア開発の老舗として、５０余年の歴
史を持つ管理工学研究所が開発した、 屋内で
活用できる位置検知システム。
• 本製品は石川県工業試験場で開発された位置
検知技術をベースとしており、 位置を把握した
い物にタグを取り付けることで、 機材の所在
確認・在庫管理に活用できる。 また、 現場で
作業する人に取り付けると、 動きを見える化す
ることができるため、 手本とするベテラン作業員の動きを分析し、 作業効率の向上に繋げることもで
きるなど、 使い方次第で幅広い活躍が見込まれる。
• Ａ
Ｉによって障害物による電波状況の変化を学習することで、 同価格帯の他社製品に比べ、 検知誤差
を約５分の１に抑えていることも魅力。
位置検知システムの導入に際して、 ハードルが高いと感じていた企業でも、 安価な価格で導入する
ことができる。
• 今後も検知精度の向上（誤差 1m → 50cm）に取り組むなど、現場が求めるモノづくりに余念が無く、
本製品を通じて、 全国の工場・倉庫の環境改善に大きな役割を果たすことを目標とする。

位置検知用タグ
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会社名

株式会社 管理工学研究所 北陸分室

所在地
TEL

石川県金沢市本町 1-5-2 リファーレ 6 階
076-265-4666

代表取締役社長

金谷 直己さん

令和3年度
プレミアム石川ブランド認定製品
繊維その他産業材部門

カジレーネ株式会社

F-CW
（ フレ キ シブ ル カ ー ボ ンワイヤ ー ）

無限に広がる炭素繊維の可能性
• 昭和２５年に設立し、 合繊長繊維織物の製造
を主業としてきたカジレーネが開発した、 軽
量・高強度・しなやかさを両立した炭素繊維ワ
イヤー。
• 炭素繊維の 「硬い」 という概念を覆すべく開
発された本製品は、 炭素繊維とゴム系素材を
複合化させることで、 従来の炭素繊維の、 硬
く曲がりにくいという性質を克服し、「柔軟さ」
を獲得している。
• 鉄製のワイヤーと比べても、４分の１の重量、２倍の強度を持ち合わせているほか、 錆びない、 伸び
にくいといった炭素繊維固有の特徴もあり、 既存のワイヤーを本製品に置き換えるだけで、 これらの
メリットを享受することができる。
• 大手電線メーカーの株式会社三ツ星と共同で、 本製品を線芯とした電源ケーブルを開発しており、
今後の展望として、 建築用の耐腐食ロープ、 水中ポンプの給電ケーブル等、 高い強度を活かせる分
野のほか、 スポーツ、 アウトドア、 建築資材といった、 様々な分野・用途での活用が見込まれる。
• このカーボンワイヤーが、 炭素繊維の可能性を世界に広く発信していくことを期待している。

代表取締役社長

梶

政隆さん

会社名

カジレーネ株式会社

所在地
TEL

石川県かほく市高松ノ 75-2
076-281-0118

株式会社三ツ星と共同開発した電源ケーブル
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令和3年度
プレミアム石川ブランド認定製品
食品部門

農事組合法人 Ｏｎｅ

冷 凍すりおろしれんこんキューブ

れんこん、すりおろしちゃいました！
• 土からこだわる独自の循環型環境農法を実践
し、 お米やれんこん等の生産販売を行うＯｎｅ
が開発した、 れんこんをキューブ状に成形した
冷凍食品。
• ２０代から６０代の主婦にアンケートを行い 「れ
んこんを料理に使いたいが、 すりおろすのが大
変」 といった声に応え開発された製品であり、
洗い・皮むき・すりおろしといった手間のかかる
工程を省き、 時短にも繋がる。
• 蓮蒸しといった石川伝統料理や、「産後にれんこん汁を飲む」 という金沢に伝わる文化的な食べ方
を手軽に取り入れることができるようになるほか、 ポタージュや蒸しパンなど、 新しい食べ方にも使
えることで、 れんこん料理に馴染みがない家庭にもその美味しさに触れるきっかけを提供する製品と
なっている。
• 石川県の伝統野菜であるれんこんの魅力が、 このキューブを通じて全国に広がっていくことを期待し
ている。

副代表
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会社名

農事組合法人 Ｏｎｅ

所在地
TEL

石川県金沢市才田町は 68
076-255-1581

宮野 義隆さん

令和3年度
プレミアム石川ブランド認定製品
伝統的工芸品・生活雑貨・インテリア等部門

漆の郷交流館
輪 島塗 骨 筒

そうじゅ
変わりゆく生活の中で、
いつまでも家族のそばに
• 漆器の名産地である輪島市で漆の郷交流館を
運営する大藤さんが、 仏間のない家庭や墓じ
まいを進める家庭に、 新しいお墓のスタイルを
提案すべく開発された、 輪島塗の骨筒（お骨
入れ）。
• お骨をパウダー状にすることで、 この骨筒に納
めることができ、 樹木や草花とともに埋葬（樹
木葬）したり、 自宅に飾ることで遺族と共に過ごしたりすることができる。
• また、 基本価格を３万円とし、 蒔絵や沈金といったオプションを用意することで、 幅広い要望に応え
られるようにすることで、「輪島塗は高くて買えない」 という先入観を打破することを狙っている。
• この骨筒の削り・塗りといった製作工程には高度な技術を要するため、 本製品が伝承されていくこと
で、 若い職人の技術向上、 ひいては後継者の育成・産地の発展に繋がっていくことを目指している。

交流館に展示されている、 様々なサイズの骨筒

会社名

漆の郷交流館

所在地
TEL

石川県輪島市河井町 24-11
0768-22-3800

代表

大藤

清さん
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令和3年度
グッド石川ブランド認定製品

株式会社 ニシムラジグ
機
械
部
門

アンギュラーテーブル AM T-1525
・工作機械本体のテーブルやマシンバイス（加工物を固定する道具）に取り
付けて使用する、 多目的傾斜テーブル。
・本製品を使用することで、１台の工作機械でも、 加工物を様々な角度に傾
斜させて加工することが可能となり、 作業の自由度を広げることができる。
・本体の軽量化と使用方法の簡略化によって、 現場の作業員が手軽に利用
でき、 省段取りにも繋がる設計となっている。

所在地

石川県金沢市北安江 4-11-32

TEL

076-223-2727

株式会社 コンダクト
情
報
部
門

Q O CO RO 訪 問看 護
・パソコンやタブレット端末から、 訪問看護の記録と閲覧が可能なクラウド
サービス。
・従来は事務所での手書きが多かった訪問看護記録の作成を、 出先から行
うことが可能であり、 直行直帰や在宅勤務等の働き方改革に活用が可能。
・また、 当社の帳票作成システムと連携することで、 請求書の発行までを一
気通貫で行うことができるため、 業務効率化に繋げることができる。

所在地

石川県金沢市高尾台 1-423

TEL

076-296-3330

株式会社 COM-ONE

Fa ce WAY
・イベントの参加管理や施設の入退室管理に活用できる顔認証システム。
・NEC の顔認証技術をベースに開発されており、 用途に合わせたカスタマイ
ズや、 様々な端末での利用が可能な製品であり、 広いニーズに対応でき
る可能性を持った製品。
・クラウドベースのシステムであり、 自社にサーバー環境を構築する必要が
ないため、 導入が簡単で費用も安価に抑えることができる。
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所在地

石川県能美市旭台 2-5-1 いしかわサイエンスパーク

TEL

0761-51-7727

令和3年度
グッド石川ブランド認定製品

株式会社 ＡＭＳ
情
報
部
門

ホームページ作成ツール 「 AM S」
・AMS は初心者でも簡単に使えて SEO にも強い国産の簡単ホームページ作
成ツール。
・常時 SSL 化 + 高速化対応、 スマホサイト対応などの最新機能や電話・メー
ルによる手厚いサポートも充実しており、 お試しの無料版も用意している。
・自分でホームページを作るのが面倒な方には、 Web のプロが作る求人や
集客に繋がる格安ホームページ制作代行も可能。

所在地

石川県金沢市問屋町 2-99

TEL

076-208-7033

サンコロナ小田株式会社
繊
維
そ
の
他
産
業
材
部
門

a rc he li sFX （アルケリスエフエックス）
・立ち姿勢の仕事の労働負担軽減で足腰への負担を軽減するアシストスーツ。
「装着したまま移動が出来る」、「電源不要」、「簡単装着」 が特徴。
・大和ハウス工業（株）、アルケリス
（株）、サンコロナ小田（株）の3社共同で
開発した製品。当社の炭素繊維複合材料「Flexcarbon」を使用し軽量化に
成功。
・実際に使用した方からは、「疲れないため生産性が上がる」「体が安定す
るため作業精度が向上する」 等の声もある。

所在地

石川県小松市木場町カ 81

TEL

0761-43-2211

加賀味噌食品工業協業組合
食
品
部
門

加 賀みそチューブなパウチ
・豊かな風味が特徴である加賀みそを、 手軽に使用できるチューブタイプの
容器に詰めた商品。
・携帯性に優れているため、 オフィスやアウトドアなど、 家庭の食卓に留ま
らない様々なシーンでの活用が可能。
・1 本１２０グラムと使いやすいサイズであり、 普段の食事に味噌を使わない
人でも手軽に使うことができ、「幅広い世代に味噌の魅力を伝えたい」 と
いう思いが込められた一品。

所在地

石川県白山市倉部町 1080

TEL

076-275-5188
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令和3年度
グッド石川ブランド認定製品

株式会社 日本料理福よし
食
品
部
門

女将の逸 品

「 十 二の月の十 二のたより」
・唎酒師の資格を持つ、 金沢市の和食料理店 「十二の月」 の女将がプロデュース
した、 北陸の厳選素材を使用した料理を冷凍食品としてお届けする月一定期便。
・瞬間冷凍することにより、 板前が手掛けた料理の味を自宅でも楽しむことを可能
とし、 日本全国どこに住んでいても、 北陸の食の魅力を堪能することができる。
・また、 唎酒師の資格を持つ女将が、 料理に合う石川の地酒を併せて提案する
ことで、 新しいお酒との出会いも期待できる商品となっている。

所在地

石川県金沢市片町 2-23-12 中央コアビル 1 階

TEL

076-223-6969

株式会社 ヤマト醤油味噌
フリーズドライ贅沢みそ汁

黒つづら箱 風＜黒＞

•「健康を願う気持ちを込めた、 糀からの贈り物」 をテーマに開発された、
時間や手間をかけず楽しめる即席みそ汁。
•「茄子」「ほうれん草」「とん汁（酒かす入り）」「ネバネバ野菜（オクラ・
モロヘイヤ・金時草）」 の４種類から、 その日の気分に合わせて味を選ぶこ
とができる。
• 上質感のあるつづら箱風のパッケージとなっており、「健康を願うギフト」
として、 季節の贈り物やお土産としても人気が高い。

所在地

石川県金沢市大野町 4 丁目イ 170

TEL

076-268-1248

株式会社 柚餅子総本家中浦屋

金 澤ぷりん（甘 糀 ）
・砂糖を使わず、 甘味料として米飴や甘糀を用いた、 自然な甘さが特徴の
プリン。
・原材料には、能登で生産された卵や牛乳に加え、㈱ヤマト醤油味噌の 「玄
米甘糀」 や 「甘糀ショコラ」 を使用しており、 スイーツとして楽しむだけ
でなく、 健康効果も期待できる。
・石川県の優れた発酵食文化の強みを活かした商品であり、
「発酵食×スイー
ツ」 の新たな可能性を広げていくことが期待される一品。
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所在地

石川県輪島市河井町 4-97

TEL

0768-22-0131

令和3年度
グッド石川ブランド認定製品

株式会社 エムシー
伝
統
的
工
芸
品
・
生
活
雑
貨
・
イ
ン
テ
リ
ア
等
部
門

消毒 液スタンド 【 Té N E

テーネ】

・オーダーメイドでのパネルデザインも可能な、 非接触センサー式の消毒液
スタンド。
・パネルを自由にデザインすることができ、 設置する施設等のロゴをあしらう
ことが可能なほか、 石川の伝統工芸である金箔や山中塗の装飾も施すこと
ができる。
・また、 珪藻土ブランド「soil」 とのコラボにより、 受け皿トレイに珪藻土
を使用。 トレイが濡れたままにならず、 清潔感を保つことができる。

所在地

石川県小松市沖町ト 101

TEL

0761-21-7111

有限会社 浅田漆器工芸

SU WAR I

叢 雲塗
• 山中漆器のろくろの技術によりケヤキの木を厚くくり抜き、 底が丸くするこ
とで、 しばらくの間ゆらゆらと揺れるデザインに仕上げたカップ。
•「ＳＵＷＡＲ
Ｉ」 の名前は、 グラスに注いだお酒を空気に触れさせることでお
酒の香りを立たせる「スワリング」 に由来。
• 側面の黒く見える模様は、 叢雲塗（むらくもぬり）と言われる変わり塗の
技法で、 漆が固まる前に和ろうそくの煤を付け、 雨雲や炎のゆらぎと思わ
せる模様に仕上げている。

所在地

石川県加賀市山中温泉菅谷町ハ 215

TEL

0761-78-4200

谷口製土所
九谷 焼テーブルウェア

Un e （ユンヌ）
・ボディ、 釉薬ともに１つの花坂陶石から作られた、 美しいベージュが特徴の九谷
焼テーブルウェア。
・粘土製造の際に不純物として廃棄される残土を原料に、 オリジナルの釉薬を使
用することで、 大切な産地資源である花坂陶石を無駄なく活用することを可能と
した。
・一般的な九谷焼の華やかな意匠と異なる、 普段使いを意識したシンプルなデザ
インに仕上げることで、 和洋問わず日常の食事シーンに合わせやすく、 新たな
九谷焼の在り方を提案する一品。

所在地

小松市若杉町ワ 124

TEL

0761-22-5977
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石川県商工労働部産業政策課

公益財団法人石川県産業創出支援機構（ISICO）

［石川ブランド製品認定制度について］

URL https://www.isico.or.jp/site/ishibura/

TEL

076-225-1512

URL

https://www.pref.ishikawa.lg.jp/
syoko/ishibura/index.html

近年認定された製品は、
ISICO の HP にて紹介しています

