
機械部門（8件）機械部門（8件）機械部門（8件）機械部門（8件）

No. 企業名等 代表者 所在地 製品名

プレミアム 1 株式会社西野製作所 西野　十治 かほく市 人工知能搭載ピッチングマシン「Pitch18」

プレミアム 2 株式会社森山鉄工 森山　清次 加賀市 ＭＴカートＷ(ウィング）１００Ｔ

3 株式会社石野製作所 石野　晴紀 金沢市 自動シンク（TKS-800）

4 伊藤工業株式会社 伊藤　准一 加賀市 IAC02　パイプ穴開け・バーリング加工機

5 エナテックス株式会社 黒保　勝郎 金沢市 ツインパワー給湯器

6 有限会社金装 金田　正人 金沢市 めくれったー

7 京町産業車輌株式会社 大野　雅隆 金沢市 ラックンロール

8 小松電子株式会社 田中　義也 小松市 Xray View Counter

情報部門（6件）情報部門（6件）情報部門（6件）情報部門（6件）

No. 企業名等 代表者 所在地 製品名

プレミアム 9 株式会社エイブルコンピュータ 新田　一也 能美市 FileCrane

10 株式会社Ｍ・Ｒ・Ｃジャパン 加茂川　慶吾 金沢市 「サービス付き高齢者向け住宅」多職種連携システムＭＲＣアシストＰＲＯ

11 株式会社管理工学研究所　北陸分室 金谷　直己 金沢市 時間割作成ソフトYELL（エール）

12 株式会社建設ドットウェブ 三國　浩明 金沢市 どっと原価NEO

13 サカ・テクノサイエンス株式会社 坂　實 金沢市 Seeds-N

14 株式会社システムサポート 小清水　良次 金沢市 パッと見積

平成25年度 プレミアム石川ブランド製品、石川ブランド製品認定一覧平成25年度 プレミアム石川ブランド製品、石川ブランド製品認定一覧平成25年度 プレミアム石川ブランド製品、石川ブランド製品認定一覧平成25年度 プレミアム石川ブランド製品、石川ブランド製品認定一覧

繊維その他産業材部門（5件）繊維その他産業材部門（5件）繊維その他産業材部門（5件）繊維その他産業材部門（5件）

No. 企業名等 代表者 所在地 製品名

プレミアム 15 株式会社ウインズジャパン 片岡　匡史 金沢市 A-FORCE

16 株式会社アルボカンパニー 汐井　俊彦 金沢市 ランプウェイ

17 角出合繊株式会社 角出　伸一 加賀市 キモシ・カーディガン/セーター

18 有限会社生活アート工房 南出　謹七 小松市 小松イ草の腰かけるタタミ／「畳ベンチ」と「たたみスツール」

19 株式会社北陸リビング社 北出　秀樹 能美市 男の隠れ家　プレミアム

食品部門（17件）食品部門（17件）食品部門（17件）食品部門（17件）

No. 企業名等 代表者 所在地 製品名

プレミアム 20 株式会社カミヤ 上宮　大輔 金沢市 金沢のピクルス

プレミアム 21 やちや酒造株式会社 神谷　昌利 金沢市 加賀鶴・加賀の紅茶のお酒

22 株式会社浅田屋 浅田　久太 金沢市 六角堂プリン

23 株式会社アトラス 松多　義彰 小松市 塩ファイトＰＬＵＳサプリ

24 株式会社Ante 中巳出　妙子 加賀市 ちょこっとなんば

25 大橋老舗 小向　隆夫 小松市 紫もっティ（紫いもパイ）

26 株式会社金沢錦 佃　真紀子 金沢市 能登産かきめし

27 有限会社熊坂ノ庄　スッポン堂商事 墨屋　敬一 金沢市 里山薬草すっぽん姿蒸焼粉末＆カプセル商品

28 有限会社伸栄館 瀬戸　義久 金沢市 本格焼酎加賀れんこん・本格焼酎蓮のくれない

29 株式会社高野商店 高野　宣也 加賀市 加賀魯山人弁当

30 竹の子パン有限会社 小西　恒生 白山市 竹の子パン

31 ナチュラルスパイス　マザー 藤井　喜代美 野々市市 野々市ｉｃｈｉ椿酒粕カレー

32 野々市農業協同組合 西村　信夫 野々市市 野々市キウイフルーツビネガー

33 ビストロウールー 久田　康博 野々市市 朝食りんごバター「秋星」

34 株式会社ビッグサンタ 宮田　和雄 金沢市 金沢・和みスイーツ『ふやき・おーれ』34 株式会社ビッグサンタ 宮田　和雄 金沢市 金沢・和みスイーツ『ふやき・おーれ』

35 株式会社宮商 宮元　敏夫 金沢市 天然能登寒ぶりのたたき

36 有限会社ワンダーキッチン 周田　重孝 金沢市 金澤寿し



伝統的工芸品・生活雑貨・インテリア等部門（17件）伝統的工芸品・生活雑貨・インテリア等部門（17件）伝統的工芸品・生活雑貨・インテリア等部門（17件）伝統的工芸品・生活雑貨・インテリア等部門（17件）

No. 企業名等 代表者 所在地 製品名

プレミアム 37 うるしアートはりや 針谷　祐之 加賀市 BUTTON DOWN PIERCE

プレミアム 38 株式会社マリブデザインファクトリー 藤田　愛二 小松市 彩華-SAIGA-

39 浅倉紙業株式会社 浅倉ムツミ 金沢市 kamiwan

40 有限会社浅田漆器工芸 浅田　孝 加賀市 うるしマカロン

41 株式会社ウチキ 打出　浩喜 加賀市 三大産地コラボ「漆磨（シーマ）カップ」シリーズ

42 株式会社エイチツーオー 加茂谷　慎治 金沢市 似顔絵あみぐるみ

43 加賀友禅工房　文庵 太田　正伸 金沢市 チーフっぽいケース

44 株式会社気谷 氣谷　勉 かほく市 re-bag

45 九谷焼　酒井百華園 酒井　徹 能美市 “業界初”ザラつかない急須　青粒・花詰コラボ絵付

46 有限会社九谷吉臣窯 徳田　修 能美市 創作色彩器「マヤン彩洸」

47 Ｋ・Ａ工房 岡島　昭彦 金沢市 創作工芸風流竹あかり（灯篭）

48 サラウンディング株式会社 宮岸　信夫 金沢市 エアリーフローラ「石川の香り」

49 シェルスタジオ 中川　純一 金沢市 メダリオンペンダント

50 祥泉堂 小原　他可史 加賀市 ＲＩＫＹＵシリーズ

51 株式会社ひろた美術 廣田　芳雅 能美市 九谷焼　cocora オカリナ

52 有限会社よした 吉田　利昭 加賀市 うるしけんこう酒器・フリーカップシリーズ

53 輪島塗　ぬり工房楽LaQue 引持　力雄 輪島市 輪島塗　練乾漆ＭＯＳＳ　酒器シリーズ


