「いまを伝える。
いまが伝わる。」

2 0 2 2［春］ こ
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Fruit House金沢

8

かりゆしガーデン

3

イタリアン・カフェ こだま

9

中橋商事

4

酒ブティックおくだ

10

酸素カプセル＆酸素ルーム専門店ATEM

5

株式会社

エース自動車

11

炎牛MOJAR’

6

VINOS七尾店

12

能登パン

7

株式会社

13

食事処 縁

杉本工務店

【Net work movie】

株式会社

Vol.

「経営者の想い」を
動画で綴る
“12のストーリー ”

（QRコードからご視聴下さい。
）

能登ゆめてらす：©石川県観光連盟

【企業紹介】経営者インタビューで綴る12社のストーリー

2

フルーツを使ったドリンクやフードの提供を開始

Fruit House金沢［金沢市］

6

季節ごとに変化するピッツァを楽しめるお店

3 イタリアン・カフェ こだま［珠洲市］ 7
奥能登唯一のワインセラー室で上質なワインを提供

4 酒ブティックおくだ

［輪島市］

5
1

安心、安全、カーライフの楽しさを提供
株式会社

エース自動車

［志賀町］

8

「きれいになりたい」
を全力で応援する脱毛サロン

VINOS七尾店［七尾市］

経験豊富なスタッフがお客様の希望に応える
株式会社

杉本工務店［中能登町］

人工芝を取り入れることで生活をより快適に改善

かりゆしガーデン

［金沢市］

安心・安全なお米を供給するオンリーワン企業へ

9 中橋商事

株式会社［宝達志水町］

健康で笑顔あふれる地域づくりを目指す

10 酸素カプセル＆酸素ルーム専門店ATEM［金沢市］
斬新な方法で焼肉屋の概念を覆す

11 炎牛MOJAR’［金沢市］

能登の素材にこだわり地産地消につなげたい

12 能登パン［能登町］

特産のフグなどを取り入れた海鮮料理を堪能

13 食事処 縁［輪島市］

企業紹介 ❶ 担当 ― 金沢支店

フルーツを使ったドリンクやフードの提供
自身の経験を活かして気軽に楽しめる商品を作る
フルーツを色々な形で楽しむ
新感覚カフェ・バー「Fruit House金沢」

Instagram

けた空間づくりを意識し、低価格でおいし

喜んでもらえます。それも踏まえ、人気の

い商品が提供できるよう努めています。

フルーツサンドは基本的にキッチンカー
でしか販売していません。1 個 500 円のフ

おいしい商品を提供するため
品質には納得するまでこだわる

Monkey Company 株式会社は飲食部
門、レンタル部門、カメラ部門の3つの事業

ルーツサンドを買うのに、わざわざ駐車場
代を払って買いにきてもらうのは割高だ
と思ったからです。もちろんパンにもこだ

を行っています。ここ「Fruit House金沢」
は、金沢の竪町ストリートにあるフルーツ

フルーツ選びにもこだわりがあります。

わっていて「HARE/PAN」さんの純生食パ

が売りのカフェ・バーで令和3（2021）年2

なるべく地域での消費を促すために地元

ンを使用し、できたてしか仕入れておりま

月にオープンしました。カフェではフルー

産のフルーツを使用することを心がけて

せん。このような当店のこだわりが伝わっ

ツがそのまま入った食べるドリンクをメ

います。東急ホテルのパティスリー部門で

てか、おかげさまで常連の方も増えており

インに、フルーツサンドやパフェ、季節の

チーフをしている姉から、フルーツの品質

ます。大阪など県外から食べに来られたお

ケーキなどを提供していま

の良し悪しを判断する目利

客様から送ってほしいという希望をいた

す。
バーではフルーツカクテ

きなど、仕入れ方を教えても

だくこともあるので、今後はオンラインで

ルやフルーツに合うシャン

らっています。今は決まった

の販売も始めたいなと思っています。今で

パンなど、夜にしか味わえな

お店から仕入れていて、持っ

も試行錯誤を繰り返して商品を提供して

い商品もあります。食べる

てくる人の目利きを信用し

いますので、みなさんぜひ僕たちのお店へ

ドリンクは基本的にはノン

ていますが、それでも自分の

フルーツを堪能しに来てください。

アルコールですが、男性のお客様にも非常

目でもう一度確認し、毎回 1 万円分くらい

に人気があります。学生のときにバーテン

は返品に出します。フルーツは売っている

ダーをしていた経験や、姉がパティシエで

お店によって値段が全然違いませんか？

フルーツに詳しいという境遇もあり、お酒

同じ市場から持ってきたものなのに、そう

とフルーツを合わせた商品を作りたいと

いったお店のブランド的な付加価値を価

以前から考えていたことで生まれた商品

格に反映するのが嫌なので、ここでは良い

です。バーというと高そうで入りにくいイ

フルーツを使っているからと言って高い

メージがありますが、当店は誰でも気軽に

値段設定にはしていません。おいしいも

楽しんでいただくことを目標に、もっと砕

のを安価で提供するのが、一番お客様に

櫻井 靖典さん［代表取締役］

Fruit House金沢（Monkey Company株式会社）
〒920-0981

石川県金沢市片町1-12-21 菊川ビル1F

■

代表者／櫻井 靖典

■

営業時間／【カフェ】11：00 ～ 18：00 【バー】20：00 ～ 25：00

■

創業／令和2（2020）年

TEL.080-4468-2580

■

E-mail:fruithousekanazawa1@gmail.com

業務内容／電動キックボードのレンタル事業・飲食事業・写真撮影、動画編集サービス
■

定休日／水曜日

ホームページ
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企業紹介 ❷ 担当 ― 珠洲支店

人が集まる場所から地元を元気に盛り上げたい
季節ごとに変化するピッツァを楽しめるお店
珠洲にいながら
本格的な窯焼きピッツァを堪能

Instagram

金沢方面に出ていかなくても、珠洲で本格
的なピッツァやパスタを気軽に楽しんで
いただけると思います。

当店はイタリアン・ナポリピッツァのお

ピッツァをきっかけに
地域の活性化に繋げたい

店です。人口減少が進む珠洲市で、人が集
まって楽しくお食事ができる活気のある
空間にしたいと思い、平成27（2015）年に
創業しました。ピッツァやパスタをメイン

もともと松任出身で、20 歳の頃に気分

に、サイドメニューやデザートなども豊富

を変えたくて祖父母のいる珠洲へ移住し

にご用意しております。
一押しはやはり
「こ

ました。その後、森林組合に就職し約20年

という想いから名づけています。今となっ

だまピッツァ」です。珠洲の地物を取り入

間は木の仕事に携わりました。普段のワイ

てはたくさんのお客様に恵まれ、地域の人

れて作る特製ピッツァで、季節ごとの食材

ン好きが高じ、ワインに合う料理を何か作

が集まれる場所として成り立ちつつあり

に合わせて変化します。

りたいと考えていたと

ます。今後のチャレンジとして、運べる窯

春に「こだまピッツァ」

きに、木が自分にとって

を持っていて露店営業をしたいと考えて

を食べに来て、また夏に

一番身近なものだった

います。地元農家と、
「農園で野菜を採る

食べに来ると食材がガ

ので、木を使って作れる

体験」と「採った食材でその場でピッツァ

ラッと変 わっているの

料理ということで窯焼

を作る体験」ができるのが理想です。ピッ

で、見た目も味の変化も

きピッツァにたどり着

ツァ作り体験をいろんな場所で行い、地域

楽しめます。こだわりと

いたのです。最初は自分

の人たちが集まってワイワイできるよう

して、当店はピッツァを全て専用の薪窯で

で窯を作って木も切ってきてとりあえず

な取り組みをしたいです。本当の地産地消

焼いています。薪は温度調整しにくいです

作っていたのですが、だんだんピッツァ作

で、珠洲だからできることだと思います。

が、高温で一気に焼き上げるのでおいしく

りが楽しくなり、最終的に本業としてやる

このお店で繋がる出会いを大切にして、

兼盛 康寛さん［オーナー］

できます。当店はランチタイムの営業もあ

ことを決意しました。
「こだま」は木の「木

もっと地域が盛り上がるように今後も取

り、お子様連れのファミリー客にも人気で

霊」から取ったもので、ずっと木に携わっ

り組んでいきます。

す。近くには学校があるので、地元の学生

ていることと、山びこのようにこだまして

が立ち寄ってくれたりもします。わざわざ

この店から地域の活性に繋がってほしい

イタリアン・カフェ こだま
〒927-1213

3

石川県珠洲市野々江町サ部104-1

■

代表者／兼盛 康寛

■

営業時間／【ランチ】11：00 ～ 15：00（L.O.14：30）【ディナー】17：00 ～ 22：00（L.O.21：30）

■

創業／平成27（2015）年

TEL.0768-82-0525
■

業務内容／飲食業
■

定休日／水曜日

ホームページ

企業紹介 ❸ 担当 ― 輪島支店

量販店で扱わない
「こだわりのお酒」
を取り揃える
奥能登唯一のワインセラー室で上質なワインを提供
若いお客様も気軽に立ち寄れる
おしゃれな酒屋に

Instagram

ランスやイタリアなどの生産国で飲む味

化をすることで、街の酒屋は生き残れるの

わいそのままのワインをお客様にご提供

ではないかとも考えるようになりました。

したいと考えています。

そこで、修行を終えた私は、酒業界での経
験や人脈を生かし、量販店では取扱えない

当店が創業してから、私で 4 代目になり

日本酒メーカーでの酒造りと
営業の経験を生かして

ます。輪島市の中心部にあり、地元のお客
様はもちろん観光客も多くご利用いただ

「限定流通品」と呼ばれるお酒の販売を始
めました。
「限定流通品」とは、量販店など
でも取り扱える「一般流通品」とは違い、蔵

いております。店内は能登の木材や和紙を
使用したナチュラルな雰囲気で、20 ～ 30

家業である酒屋を継ぐ前は、金沢の日本

元が定める基準（お酒の管理方法、蔵元の

代の若いお客様も多いです。
「酒ブティッ

酒メーカーで 12 年ほど修行をしました。

こだわりを説明できるスタッフがいるか

クおくだ」の名前は、もともと洋服屋で働

入社したばかりの 2 年間は実際に酒造り

など）をクリアした酒販店でのみ取り扱え

いていた当店 3 代目

をしながら日本酒の

るお酒のことです。また、お客様に少しで

の母が名付けまし

知識を習得し、その

も安心して当店をご利用いただくために、

た。平成元年、創業

後は営業部で酒業界

利酒師、酒造技能士、ワインのJ.S.A.ソムリ

時の場所から現在の

の営業ノウハウを学

エ資格などのお酒の資格も取得しました。

場所にお店を移転す

びました。当時、平成

お酒選びのお悩みを気軽に相談していた

ると同時に、
「奥田酒

の酒類免許の要件緩

だければ、お客様にベストな 1 本をご提案

店」
改め「酒ブティッ

和により、スーパー

しますので、ぜひお気軽にお立ち寄りくだ

クおくだ」という名

やドラッグストアな

さい。

前になりました。そ

どの大手量販店やコ

して、その 30 年後の令和元年、スーパー

ンビニなどでも、お酒を取り扱うことがで

やコンビニなどの量販店では売っていな

きるようになりました。ちょうど量販店向

いお酒を取り揃えた「お酒の専門店」とし

け営業の担当をしていた私は、このままで

てリニューアルオープンをしました。リ

は、実家のような街の酒屋が今まで通りの

ニューアルオープンの一番の目玉は奥能

商売のやり方をしていては衰退してしま

登初のワインセラー室です。温度変化に弱

うのではという危機感を抱くようになり

いワインの温度管理を徹底することで、フ

ました。またその一方で、量販店との差別

奥田 綾里さん

奥田 圭三さん［代表］

酒ブティックおくだ
〒928-0079

石川県輪島市鳳至町畠田3-65

■

代表者／奥田 圭三

■

営業時間／ 9：00 ～ 19：00

■

創業／昭和5（1930）年
■

TEL.0768-22-0153
■

定休日／水曜日

E-mail:sakeboutique.okuda@gmail.com

業務内容／酒類（日本酒、ワイン、焼酎、
リキュール）販売業
ホームページ
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企業紹介 ❹ 担当 ― 高浜支店

地元の「クルマ屋さん」として
お客様に安心、安全、カーライフの楽しさを提供
車の販売から車検・修理・整備、
事故対応、全て当社にお任せ

多くの他社は来店型に移行しているようで
すが、当社では「お客様に気軽にご利用い
ただきたい」という想いから昔と変わらず
行っております。

当社は昭和41年に創業し、新車・中古車
販売、車検・修理整備、ロードサービス、洗

社員が満足して働く
環境作りを大切に

車コーティング、損害保険の代理店、オー
トローン、車用品の販売等、車関係のこと
なら全てワンストップでご対応できます。

私は大学で経営学を学び、マーケティン

が大好きで「エースを目指したい」という

グについて勉強しました。卒業後は、アメ

含む能登地区のロータスクラブ加盟店 6 社

想いから名付けました。

リカの石油メーカーの営業を9年間経験し

が共同出資して「ロータス TM パートナー

当社は全国の自動車整備

ました。社員が満足して働く

ズ」という新会社を設立しました。同社は最

事 業 者1,700 社 が 加 入 する

環境作りが一番大切だと思

新機器を備えた自動車整備・鈑金塗装工場

ロータスクラブ加盟店であ

います。朝礼では、
「家族に誇

です。加盟店6社が協力し1社に投資するこ

り、そのネットワークも強み

れる仕事をしましょう」と常

とで、設備負担を軽減し、効率良く仕事と利

です。世界的な半導体不足で

に伝えています。良いサービ

益を分配しています。この新会社のスキー

カーナビ等の品不足があっ

スを提供し、お客様に感謝さ

ムは、地方の人材不足や設備老朽化の問題

た時も、加盟店のネットワー

れることで、社員の満足に繋

クで安定した仕入れをしており、お客様に

がり好循環が生まれます。みんなで汗をか

迷惑をお掛けすることなく納品しておりま

きワンチームになることで会社が良くな

す。中古車は全国から仕入ができ、お客様の

り、給与に還元できると考えています。

地元のお客様のため、
地域で持続的に事業を営んでいく

た当社が注力する取組みとして、平日来店
できない方や高齢者の方向けに、自宅や会

近い将来、自動車の電気化や様々な技術
革新により、自動車整備業界は大きな変革
続的に事業を営むことで、地元のお客様の
お役に立ち続けたいと思っています。これ
からも社員と協力し、新しい可能性を考え

社まで車を取りに行き、車検・修理等をする
出張サービスを積極的に行っております。

株式会社

を解消できると業界内でも注目されてお
り、日本全国から見学者が訪れています。

が予想されますが、今後も当社が地域で持

様々なリクエストにお応えしています。ま

新たな挑戦として2018年1月に、当社を

ながら挑戦していきます。

エース自動車

〒925-0148
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谷内 政則さん［代表取締役］

社名の由来は、創業者である会長が、野球

石川県羽咋郡志賀町長沢ロ6-1

■

代表者／谷内 政則

■

営業時間／ 8：00 ～ 18：00

■

TEL.0767-32-0444

創業／昭和41（1966）年
■

■

E-mail:mxyachi@guitar.ocn.ne.jp

業務内容／自動車販売・整備・修理業

定休日／日曜日・祝日

ホームページ

企業紹介 ❺ 担当 ― 七尾支店

「きれいになりたい」
を全力で応援する脱毛サロン
通いやすさを重視、
七尾のみなさんに満足してもらいたい
男女問わず気軽に通える
脱毛サロンを目指す

ます。みなさまの「きれいになりたい」を叶

になれば満足でしたが、話を聞く立場にな

えるために、気軽に通える脱毛サロンを目

り、通ってくださる人が皆さん同じ気持ち

指しております。

だということが分かり、毛に関する悩みを
解決するため精一杯サポートしたいと思

当店は、業界ではまだ珍しい「都度払い」

七尾での知名度をあげ、
多くのお客様の悩みをサポート

の脱毛サロンです。通常のサロンでは一定
以上の回数で契約することが多いので、支

うようになりました。今後の目標は、まず
は「脱毛と言えば VINOS やよね」と言われ
るくらいに七尾で有名な脱毛サロンにな

払いが高額になりがちで契約自体が億劫
になる人も多いですが、都度払いであれば

VINOS グループは石川県内と福井県、

ることです。そのためには技術面の向上が

自分の予算に合わせられますし、脱毛する

富山県に数店舗を展開しております。能登

必要ですので、月一の本部ミーティングな

箇所も自分で選べますので、もっと気軽

への進出は VINOS 七尾店が初めてです。

どでは別店舗の技術や方法をしっかりと

に通っていただけます。通いやすさの特

能登で創業したきっかけは、もともと私自

学んでいます。男女共に通いやすい脱毛サ

徴は他にも、リラックス

身がVINOS金沢店に通っ

ロンを目指しておりますので、能登にある

して過ごしていただくた

ていたこともあり脱毛に

当店だからできることを模索して事業の

めに施術をマンツーマン

関して興味や知識があっ

展開をしていきたいと思っています。脱毛

で行っていることや、美

たこと、VINOS の代表か

が初めての方もそうではない方も、ぜひお

肌効果と脱毛効果が高い

ら能登には店舗がないか

気軽に、VINOSへご来店ください。

ジェルを使用しているこ

らお店を出してみないか

とも挙げられます。そし

とお誘いを受けたことな

てもちろん、当店では男性の方も施術が可

ど、タイミングと環境が揃ったからです。

能です。最近はメンズ脱毛も主流になりつ

夫の実家も七尾なので、ゆかりのある土地

つありますが、恥ずかしさなどからまだ一

でもありました。実際に脱毛サロンを始め

歩踏み出せない方がたくさんいらっしゃ

てみると、お客様をきれいにしてあげたい

います。髭剃りなどの日々のお手入れが楽

という気持ちがより一層高まりました。マ

になりますし、もっと脱毛が身近に感じら

ンツーマンで施術を行いますので、お客様

れますので、一歩踏み出してご来店くださ

もある程度本音でいろいろな悩み相談を

い。私達スタッフが全力でサポートいたし

してくださいます。今までは自分がきれい

小浦 千晃さん［代表］

VINOS七尾店
〒926-0852

石川県七尾市小島町大開地1番78 ベイモール1F

■

代表者／小浦 千晃

■

営業時間／【平日・土】10：00 ～ 20：00 【日・祝】9：00 ～ 17：00

■

創業／令和3（2021）年

TEL.0767-53-5020

■

E-mail:vinos.nanao.@gmail.com

業務内容／都度払い制脱毛サロン・ホワイトニング
■

定休日／火曜日

Instagram
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企業紹介 ❻ 担当 ― 鹿西支店

中能登町近郊で幅広く土木建築業を行い
1級建築士や経験豊富なスタッフがお客様ひとりひとりの希望に応える
独自の営業スタイルで
地域社会の要求にこたえる

Facebook

築の仕事を目指していたわけではありま
せんが、当時が就職難の時期だったので、
手に職をつけたほうがいいと思い工業高

当社は、主に中能登・羽咋・七尾近辺の土

校に入学したのがきっかけです。消去法で

木工事や建築を担っています。土木工事で

選んだ建築のコースを卒業して、そのまま

は道路や河川などの公共工事や、解体や家

この杉本工務店に就職しました。いざ入っ

の擁壁などの民間工事の両方を行い、建築

てみると、大工さんや先輩が話している用

では一般住宅から企業の建物や工場まで、

語が分からないなど学校で学んだこと以

土木建築にしても幅広く行っています。

外に覚えることがたくさんあり、知識を蓄

「常に成長を目指し技術を磨き地域社会の

えていくのが大変でした。会社の特徴で

が思っていたものと違う部分が分かると、

要求に安全に確実にこたえられる組織」を

ある営業を兼ねるスタイルも私が入社す

その時点で即座に決断して段取りを変えな

企業理念に、従業員も日々努力を重ねてい

る前から始まっていたので、最

くてはなりません。切り替えは難

ます。建築に関しては、最初から建築士の

初のうちは日々先輩方について

しいですが、お客様に納得しても

資格・知識を持った従業員がお客様のとこ

行って一緒に現場に入って勉強

らうためにも、すぐに要望に応え

ろへ行ってお話をする、営業を兼ねたスタ

しました。そういった知識にた

られるような案を常に頭に入れて

イルが特徴です。普通は、営業マンと実際

けた人が周りにいてくれたおか

います。私達にとって、
住宅の完成

に仕事をする人は別にいる住宅メーカー

げもあり、入社5年目ほどで1級

は「喜び」
よりもお客様の思い通り

が多いですが、資格保持者が営業も兼ねて

建築士の資格を取ることができ

にできたという
「一安心」のほうが

行くことで、状況を見てすぐにアドバイス

ました。

大きいです。
将来的には、
家だけで
なく、インテリアなども一緒にプロデュース

することができ、お客様にとっても余計な

お客様の思い通りの住宅を
完成させたい

時間がひと手間はぶけます。

工業高校での学びと工務店での
経験を重ね、一級建築士となる

株式会社

できればいいなと思っています。私たちのよ
うな専門家が家具のことも一緒に考えたほ
うが、より建てたい家の理想のイメージが

私が入社したのは 18 年ほど前です。建

お客様の希望が叶うような家づくりを心

はっきりするのではないでしょうか。こだわ

がけております。
私たちの作る図面を見ても

りの住宅を建てるなら、ぜひ杉本工務店に

お客様はイメージできませんので、お客様

お任せいただければと思います。

杉本工務店

〒929-1602
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野﨑 花澄さん［1級建築士］

石川県鹿島郡中能登町能登部上ヲ-95

■

代表者／小林 俊幸

■

営業時間／ 8：00 ～ 17：00

■

創業／昭和29（1954）年
■

■

TEL.0767-72-3763

業務内容／住宅の新築･増築・リフォーム、土木工事

定休日／土曜日（隔週第2、第4）、日曜日、祝祭日

ホームページ

企業紹介 ❼ 担当 ― 泉台支店

人工芝を取り入れて生活をより快適に
「人を喜ばせたい」の気持ちで、様々な事業を展開したい
天然芝に負けない
高品質な人工芝を提供
かりゆしガーデンは人工芝の専門店で、

Instagram

る機会も多いと思いますが、そこをコンク

があり、
「 需要の伸びている＝世の中の人

リートにするか人工芝にするかで遊びや

が求めている」という部分で人工芝は良い

すさが間違いなく変わります。人工芝は土

サービスだと思います。しかし、人工芝専

や砂のお庭だけではなく、コンクリートの

門というニッチな事業を取り入れる決断

令和 3（2021）年 6 月に開業しました。さ

上はもちろん部屋の中に敷くことも可能

ができたのは、家族の支えがあってのこと

らに現在は、抗菌抗ウイルス作用のある光

で場所を選ばない点も魅力の一つです。

です。自分の想いを理解してくれ、反対せ
ずに応援してくれ、できるところまでやっ

触媒コーティング施工事業を展開してい

誰かの喜びのために尽力できるのは
家族の支えがあるおかげ

まで以上に精進し、もっと人が喜ぶサービ

うとてもポジティブな意味が含まれてい

なぜ人工芝事業かというと、まずコロナ

もっと上のレベルまで到達して人に何か

ます。出身が沖縄なのでそのルーツを取り

禍で需要が爆発的に伸びていて今後も継

を与えられる存在になるために、人工芝事

入れたかったことと、人工芝は人工物であ

ます。かりゆしガーデンの「かりゆし」は
沖縄の言葉で「おめでたい」という意味で、

てみようと言ってくれます。だからこそ今
スを提供したいと思います。今後自分が

他にも「自然との調和」
「人との調和」とい

続してニーズが高まる可能性がある事業

業だけでなく色んな事業を展開していき

りながら自然とも相性が良い

だということ、そして事業展

たいと考えており、光触媒コーティング事

こと、何よりも人との繋がり

開する際に FC という選択肢

業もその一つです。家族をはじめ関わりの

を大切にしていきたいという

があるためですぐにでも取り

ある方々のサポートに感謝し、最大限自分

思いからこの名前をつけまし

入れられることがあったから

の能力を発揮し実りある先へと歩んで行

た。人工芝は天然芝と違い、雑

です。FC 契約することで専門

きたいと思います。

草が生えず虫も来ないので管

的なノウハウを余すところな

理が楽で衛生的にも心配いり

く学 ぶことが でき、さらに、

ません。また、取り扱っている

様々な事業を展開している企

人工芝は FIFA の認定工場で

業様と契約する事で小さな施

作られているため高品質で耐

工店でも大きなサービスを提

久性も高く天然芝よりも肌触りが良いの

供できると感じたのが大きな理由です。ど

が特徴です。新型コロナウイルス流行を機

のような形のサービスでも、関わる人皆さ

に在宅時間が増え、お子様をお庭で遊ばせ

んに喜んでいただきたいというポリシー

新崎 伸一さん［代表］

かりゆしガーデン
〒920-0368
■

石川県金沢市神野3-9-1

代表者／新崎 伸一

■

TEL.090-4810-8131

創業／令和3（2021）年

■

業務内容／人工芝販売施工業、光触媒コーティング
ホームページ

8

企業紹介 ❽ 担当 ― 羽咋支店

創業70年、安心・安全なお米を供給するオンリーワン企業へ
生産者の想いを裏切ることなく全国にお米を届ける
生産者から直接集荷し
自社工場で精米

能登の美味しいお米を
全国に広めたい

当社は創業 70 年の老舗精米メーカー

奥能登に「あえのこと」という祭礼があ

で、北陸 3 県を中心にお米の卸販売をして

り、
「饗（あえ）の米」と名付けて「能登コシ

います。稲作農家の方から、収穫時期にお

ヒカリ」を全国に広めています。特別宣伝

米を直接集荷して自社工場で精米し、スー

をしなくても「美味しい」とお客様から手

パー、ドラックストア等の小

紙が届きます。美味しいお米

売店や飲食店、全国の消費者

を皆様に広めていくことが使

にお米を届けています。一般

命であると考えています。当

た後で、勉強するため、他社の農業法人や

のお客様が炊飯器でお米を炊

社の強みは集荷力です。近年、

小売業者へ修業に行きました。その後、世

く前までが私たちの仕事で

生産者の高齢化が進み集荷場

代交代のために会社へ戻り社長に就任し

す。もちの加工事業も 2018 年に始めまし

に運ぶことも負担になっています。そこを

ましたが、まだまだ下積み期間だと思って

た。
「社会、地、風土、お客様、生産者様、取引

補っているのが当社のような集荷業者で

います。
生産者様からはよく
「お米は一生懸

先様、従業員と、共に生きる」を経営理念に

す。米の検査員も県内で一番多く、買付現

命作ってやるから、その代わり全部売って

掲げています。弊社は一年に一度しか収穫

場でお米の良し悪しを判断して迅速に対

くれよ」
と言われます。その想いを裏切った

できない商品を取り扱っており、生産者様

応しています。当社に任せていただけれ

ことはありません。弊社は能登のお米を扱

ば、集荷、精米、販売まで一元管理ができ、

うオンリーワン企業を目指し「饗（あえ）の

や取引様の力添えが無ければ安定した経
営はできません。個々ではなく、従業員、関

「どこの小売店で販売されるか」まで分か

係者全員で協力していくスタイルを取っ

ります。

米」
というブランドを高めていきます。もち
必要だと考えています。日本は人口減少で

生産者の想いに応え、
新しい時代に対応する

るために、世界最高の食品衛生管理基準で
ある「FSSC22000」を2019年に取得。設
備投資と共に社員教育にも力を入れ、お客

米の消費が減っており、また健康、安全志
向といったニーズやライフスタイルも変化
しています。今後も新しい時代に対応でき

様に満足いただける製品づくりをしてい

当社は創業して私で 3 代目です。私は 27

ます。

る会社を目指しチャレンジしていきます。

歳の時に入社し、ほぼ全ての部署を経験し

中橋商事
〒929-1411

中橋 裕幸さん［代表取締役社長］

加工などの新規事業を進展させることも

ています。また安心で安全な製品を提供す

9

Facebook

株式会社

石川県羽咋郡宝達志水町柳瀬ヨ9-1

■

代表者／中橋 裕幸

■

営業時間／ 8：30 ～ 17：30

■

創業／昭和24（1949）年
■

TEL.0767-29-8800
■

E-mail:nakahashi@aenokome.co.jp

業務内容／米穀の集荷販売、精米、もち等の製造販売、農産物の生産販売

定休日／土曜日・日曜日

ホームページ

企業紹介 ❾ 担当 ― 西泉支店

ATEMはドイツ語で
「息」
や
「呼吸」
を表す言葉、
酸素カプセル専門店として笑顔あふれる地域づくりを目指す
酸素カプセルに入ることで
様々な体の悩みにアプローチできる

Facebook

も多くいらっしゃいます。習い事や部活動

療での経験を経て酸素カプセルにたどり

に熱を入れる保護者の方が増えている今、

つきました。自動車業界で培った接客術と

科学的根拠に基づいた身体のケアの方法

医療機器業界で養った知識の両方が活か

「酸素カプセル」と聞くとど

にも意識が高まっているからで

せると思い、開業に至りました。少しでも

んなイメージがありますか？

す。ご年配の方だと血圧を安定

リラックスしていただくためアットホー

スポーツ選手やそういった人

させるため、女性だと自律神経

ムなお店づくりと丁寧なカウンセリング

たちが利用するものだと思う

の乱れを改善するためなど目的

を行っています。お客様が笑顔になってお

人が多いのですが、実は全然違

は様々です。
身体が軽くなった、

帰りになることを心がけており、心も体も

います。酸素カプセルは疲労回

疲れが取れた、目の充血が治っ

元気になっていただくことが何よりも嬉

復、怪我の治癒、健康維持、美

た、
頭痛がなくなったなど、
お客

しいです。今後はもっと多くの方に気軽に

容など人それぞれの身体の悩

様からは人それぞれの効果を実

通ってもらえるように店舗数の拡大を考

みに対して効果が期待できる

感する感想が寄せられ、ある意

えており、酸素カプセルの販売も行ってい

味で効果は無限大といえます。

もので、老若男女問わず利用できます。当

きます。北陸での認知度をあげながら、健
康からの経済的効果で、ATEM から石川、

店は金沢市にある酸素カプセル・ルームの

自身の経験を糧に
人々の心も体も健康で元気にしたい

専門店で、令和 3（2021）年 4 月に創業い
たしました。現在は酸素カプセル 2 台と酸

北陸を元気にして健康で笑顔な地域にし
たいと思っています。

素ルーム 1 台を完備しております。国産の
機種にこだわるのは、最大 1.5 気圧まで上

以前、車関係の会社で店長をしていた時

げられる性能があり効果が出やすいこと

には、自動車保険の目標達成率で全国一位

と、使う側に優しい「耳抜きサポート」とい

に、コーティング選手権で店舗を全国一

う機能が搭載されているからです。気圧を

位に導いたりと仕事に打ち込んでいまし

上げるときに必要な耳抜きを苦手とする

た。計画を練り成果を出したことで自分で

方が多いため、この機能のおかげでみなさ

も経営ができそうだと思い、お店を持つこ

んに安心して使っていただいています。当

とを決意しました。その後、異なる業種で

店に通ってくださる方の目的も年齢も本

勉強するため医療関係の会社に転職し、身

当に様々で、最近では部活帰りのお子さん

体の仕組みや医療機器について勉強し、医

山田 優樹さん［代表］

酸素カプセル＆酸素ルーム専門店ATEM（アヴァンワイ）
〒921-8044

石川県金沢市米泉町10-1-156 SEASON817 A棟101

■

代表者／山田 優樹

■

営業時間／【平日】10：00 ～ 22：00 【土・日・祝】10：00 ～ 20：00

■

創業／令和3（2021）年

■

TEL.070-2826-0888

E-mail:avan.y.atem@gmail.com

業務内容／酸素カプセル＆酸素ルーム専門店・リラクゼーションサロン
■

定休日／火曜日

Instagram
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企業紹介 ❿ 担当 ― 金沢支店

新しく斬新な方法で焼肉屋の概念を覆す
焼肉の〆に食べられるピザが人気
焼肉とピザが両方楽しめる
という斬新さが売り

ルカムです。こだわりとしては、毎回肉屋
さんと相談して仕入れている和牛や、味付
けやタレには自分が一番おいしいと思っ

みなさんは「炎牛」という字を見て何を

ている富山の杉野味噌醤油を使っている

思い浮かべますか？実はこれは当て字で

ことです。そしてピザですが、現在は 8 種

「やきにく」と読みます。焼肉の情景をその

類のメニューがあり、ハニーピザなどのデ

まま当て字にしてみようと思い、学生の頃

ザート系も人気です。ぜひお店にきたらピ

の髪型から付いたあだ名「モジャ」をくっ

ザは食べて行ってほしいです。

つけて名づけました。焼肉店としては令和

常に新しいチャレンジを考え
行動すれば何かに繋がる

2 年の 4 月に創業しましたが、その前は同
じ場所でピザ屋を 13 年していましたので

南茂 敦士さん［代表］
取り方もあるよと、ここで働くことを通じ
て教えてあげたいと思っています。他に取
り組んでいることとして、焼肉弁当を病院

現在のメニューにも取り入れています。焼
肉とピザが両方楽しめるお店なんてなか

「料理を作るのが好き」という単純なこ

の売店などで販売もしています。その流れ

なかありませんし、このやり方自体新しい

とから飲食を始めました。私はいつも、お

で、知り合いから病院の売店でピザも売っ

と思いませんか？ここでは

もしろそうなことはやって

てほしいと言われていて、成分検査などを

焼肉の〆にピザを食べる方

みるという精神で動いてい

受けながら販売に向けて試行錯誤してい

が多いです。当店のもう一つ

ます。例えば当店のスタッフ

ます。冷めても大丈夫な生地に作り変え

特徴は、焼肉店だけど外観も

は、もともとお客様だった方

て、焼きあがったものをそのまま持ってい

店内もとても落ち着いてお

を私が誘って働いてもらっ

くスタイルにしようとしています。まず、

しゃれな雰囲気となってい

ています。今の子はスマホに

病院でピザを食べるなんて聞いたことあ

ることです。カウンター席も

慣れてしまって、人と対面で

りますか？まだまだこれからですが、その

用意してありますので、ラン

話すことに慣れていません。

病院でのチャレンジが成功したら他でも

道に迷ったら自分で探せば

売ってみたいなと思っています。もし上手

多いですし、女性の方でも 1 人焼肉に来ら

いいと思っているし、人に尋ねることがで

くいかなくても、また何かに繋がって面白

れたりと、1 人でも気軽に楽しめる空間を

きません。そういうちょっとしたことを知

いことができるかもしれないですしね。

提供しております。もちろん大勢でもウェ

らないから、こんなコミュニケーションの

チは 1 人で来られるお客様も

炎牛MOJARʼ
〒920-0345
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石川県金沢市藤江北2-301

TEL.076-205-2429

■

代表者／南茂 敦士

■

営業時間／【ランチ】11：00 ～ 14：30 【ディナー】17：30 ～ 23：00

■

創業／令和2（2020）年

■

業務内容／飲食業
■

定休日／土曜日・日曜日

Instagram

企業紹介 ⓫ 担当 ― 本店営業部

能登の素材にこだわり地産地消につなげたい
身体に優しいパンで地元に愛される店を目指す
お客様の身体のことを考え
無添加でパンを作る

りませんでした。学校卒業後に地元を出
て、大阪で洋裁の仕事に就いたのですが 1
年で辞め、石川県内で次の就職先が決まる

お店の創業は平成25（2013）年10月で

までの間、生活のためにアルバイトをしよ

す。店名はそのまま「能登にあるパン屋さん」

うとたどり着いたのがたまたまパン屋で

という意味で、地元の人にも覚

した。最初は簡単な作業を一日

えてもらいやすいですし、この

中していましたが、結局次の

時代みなさんネットで調べる

就職時期も延びたので別の作

ので検索にヒットするように分

業も教えてもらえるようにな

かりやすい
「能登パン」
にしまし

り、他の従業員と一緒に働ける

た。その名の通り、能登で採れ

ようになりました。働いている

た塩や野菜、果物などの地物を

人がみんな、独立を目指して

ふんだんに取り入れてパンを

頑張っているのを間近で見て

作っております。またこだわり

いました。私はその後 3 年間く

として、安心して食べていただきたいという

らいは違う仕事をして迷走しましたが、結

思いから、生地に添加物・保存料は使用して

局、私はパンを食べることも作ることも好

おりません。実際に地元のおばあちゃんたち

きだということ、そしてパン屋さんでの経

が「ここのパンは胸焼けせんわ」と言って買

験が面白かったことを思い返し、やりたい

いに来てくれます。こんな風に、なるべくお

と決意してようやくパンの道へ進むこと

客様が喜ぶものを作って、地元に愛されるお

になりました。独立を目指して 24 歳から

店にしていきたいです。

の4年間、七尾のパン屋で修行を重ね、平成

Facebook

究極の能登パンをつくりたい
従業員は 3 人いますが、パン作りは全て
私が1人でしています。従業員には、簡単な
仕上げや接客を頼んでいますが、とにかく
お客さんが一番だと思って仕事をするよ
うに伝えています。店を大きくしたいとは
考えていませんが、いずれは能登で、材料
から自分で手掛けたい、パンを作りたいと
いう夢があります。材料から作ることで、
究極の「能登パン」が出来上がります。地産
地消で地元に愛されながら、県内外からも
ふらっと立ち寄ってもらえるようなパン
屋を目指しています。

12（2000）年からは一緒にパン屋をしよ

アルバイトの経験が忘れられずに
パンの道へ

うと知人に誘われたのをきっかけにパン
職人としての経験を積み、現在の「能登パ
ン」の創業に至りました。

もともとパン屋になるつもりは全くあ

馬場 ひかるさん［代表］

能登パン
〒927-0441

石川県鳳珠郡能登町字藤波27-123-4

■

代表者／馬場 ひかる

■

営業時間／ 9：00 ～ 18：30

■

創業／平成25（2013）年
■

定休日／水曜日

■

TEL.0768-84-5120

E-mail:notopain2013@gmail.com

業務内容／パン・菓子の製造販売、飲食業
Instagram

12

企業紹介 ⓬ 担当 ― 門前支店

門前総持寺通りにお店をオープン
特産のフグなどを取り入れた海鮮料理を堪能
地元で飲食店をすることで
活性化に繋げたい

Instagram

魚と輪島産のフグです。実は、輪島は全国
のフグ漁獲量 1 位の常連。5 年ほど前から
少しずつ有名になってきましたが、輪島市

当店の創業は令和 3（2021）年の 4 月で

がフグを推すという情報を聞いてからす

す。生まれ育った地元の門前町に少しでも

ぐにフグの資格を取りにいきました。少し

恩返しというか自分ができることをした

でも市での消費を促したかったことと、資

い、町に灯りをつけたいと思ったことが創

格を取れば自分のためにも、輪島のために

業のきっかけです。縁側にお茶を飲みにく

もなると思ったからです。多いときは年間

安田 俊英さん［店主］

るイメージで気軽に利用し

8トンほどさばいたこともあ

てもらいたいので、
「縁」と

ります。数は少ないですが、

るし田舎に残っても楽しめる人になれる

いうお店の名前に決めまし

お造り定食などには必ずフ

ように教えています。自分の子供でも近所

た。私自身は、もともと高

グを入れています。食べず嫌

の子供でもそうですけど、若い子が 1 人で

校卒業し て か ら こ の お 店

いの人でも、食べてみたらほ

も 2 人でも門前に残るきっかけになれば

を開くまでの28年間、門前

とんどみなさんが美味しい

と思います。もちろん私自身も日々勉強し

町のビューサンセットという宿泊施設で

と言ってくれますよ。ぜひ輪島のフグ食べ

ていて、いろんな飲食店に行ったり経営者

調理師として勤めていました。創業する前

に来てほしいです。

と話したりしています。
「常に情報は自分

年に、総持寺でプロジェクションマッピン

子供たちが戻ってきたい
と思う環境づくり

グのイベントがあり、ちょうどビューサン
セットがこの場所を借りて料理を提供し、
その時のお客様の反応が忘れられなくて

の前を通りすぎていく」という大先輩から
教わった言葉を軸に、この門前輪島の中で
情報を上手にキャッチして、自分がこの地
域の飲食店経営者としてやらなくてはい

この場所でお店を出すことに決めました。

門前輪島の新鮮な魚を
安全に提供する

従業員には 10 代 20 代の若い子がいま

けないことを日々考えています。若い子が

す。せっかく地元が好きで残って何かの縁

戻ってきたいと思う環境作りを第一優先

でうちに来てくれたのだから、アルバイト

に、これからもこのお店で門前輪島を楽し

でもパートでも受け入れるようにしてい

んでいただけるよう努力します。

ます。門前に残ってもやっていけるという
自信をつけることで、社会にでても通用す

うちの看板商品は門前で水揚げされた

食事処 縁
〒927-2156
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石川県輪島市門前町門前1997

■

代表者／安田 俊英

■

営業時間／ 11：30 ～ 22：00

■

創業／令和3（2021）年
■

TEL.0768-42-0019
■

業務内容／飲食業

定休日／水曜日・他不定休

ホームページ

令和 4（2022）年の興能信用金庫のカレンダーは、金沢市で活動するクリエイティブユニット、カエルデザインとコラボレー
ションしました。SDGs（持続可能な開発目標）が世界共通の取り組みとして認知されてきた昨今、海を漂う海洋プラをアクセサ
リーに加工した作品は、その目標達成に貢献する取り組みとしても注目されています。
（興能信用金庫は、地域貢献を目的に、石
川県を拠点に活動するアーティストを応援するプロジェクトを進めています。
毎年若手アーティストにスポットライトを当て、
オリジナルカレンダーを 17,000 枚制作。預金者や県内各施設に配布し、支店でのロビー展も開催予定です。アーティストに作
品発表の場を提供しています。）

カエルデザイン
アップサイクルアクセサリー
金沢市在住

Instagram
エシカル、サスティナブルをテーマにさまざまな障がいを持つ仲間たちとともに、廃棄物
をアップサイクルする会社です。海岸で回収した色とりどりのプラごみを洗って乾燥さ
せた後、自由にかたちを切り出してピアスやペンダントに仕上げていきます。環境問題の
解決、啓蒙に加え、障がい者の経済的自立の支援も目指します。

私たちは、様々な障害を持つ人たちや引きこもり、
母子家庭など、
社会的弱者と呼ばれる人たちとともに、
自分たちで回収した
り、全国各地から送っていただく海洋プラスチックをイヤリングなどのアクセサリーにアップサイクルしています。
私たちは気
候危機の原因の二酸化炭素は回収できませんが、プラスチックゴミを1個拾えば、確実に減らすことができます。 また、売り上
げの一部は、海洋ごみの調査やクリーンアップを通じて海や川の環境保全を行っている非営利の環境NGO、一般社団法人JEAN
に寄付させていただきます。カエルデザインはミライをカエル。私たちはアップサイクルで SDGs が目標とする「誰一人取り残
さない社会」を実現したいと思っています。
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www.kono-shinkin.co.jp/
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日本百景のひとつ、
九十九湾にある観光交流施設

イカの三大漁港である能登町・小木港の特産「船凍イカ」
をはじめ、能登ならではの幸を活かした料理が味わえるレ
ストラン、イカスミソフトやイカ焼きが名物のカフェ、さ
らにイカの加工品を中心とした物産販売コーナーやイカ
漁の展示コーナーや観光案内所など、能登町の情報発信拠
点として誕生した施設です。
マリンレジャー関連施設も併設して
おり、
4月～11月末まで九十九湾の美し
さを堪能できるシーカヤック、SUP、ダ
イビングの体験を楽しめるほか、海上
と海中の両方から絶景を楽しめる観光
遊覧船「イカす丸」が運航しています。

巨大モニュメント『イカキング』

2021年 4 月には世界でニュースに取り上
げられた、全長13m、全幅9m、高さ4m、重さ
5t の巨大スルメイカ「イカキング」がイカの
駅つくモール敷地内に設置されました。
トリックアートのような写真を撮ること
ができる新たな人気スポットとして楽しめます。能登にお越しの際に
はぜひお立ち寄りください。
イカの駅 つくモール
〒927-0552 石川県鳳珠郡能登町字越坂18-18-1
TEL：0768-74-1399 定休日：水曜日
営業時間：9：30 ～ 17：00（レストラン11：00 ～ 15：00（L.O.14：30））

この冊子は、地元企業のそれぞれに特色あふれる事業展開のようすを経営者インタビューでご紹介する無料配布メディアです。
各社の事業や協力網がますます新しく広がり発展することを願い、
「ねっとわーく」と名付けました。
◎こうのう・コミュニケーションマガジン「ねっとわーく」Vol.14 ◎制作・文責 ― 興能信用金庫 地域支援部＜2022年5月発行＞

公式ホームページ

