岩手の 企 業と、共にがん ばる！
（財）い わ て 産 業 振 興 センター 広 報 誌

人々の健康を支える、
質の高いサプリメントを
作ります

特
集

2

今こそ！岩手の底ヂカラ 支援企業紹介

株式会社夢実耕望

お知らせ

4
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設備貸与制度のご案内
コラボレーション商談会
チャレンジショップ

おめでとう！平泉〜世界遺産登録〜
第15回機械要素技術展

7

青森・秋田・岩手３県合同商談会
農商工連携及び地域資源活用に係る
事業化セミナーⅡ
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震災なんかに負けない！企業からのメッセージ

1

今こそ！

岩手の

底

ヂカラ

支援企業紹介

岩手県二戸市

現代人には欠かせない︑
サプリメントを製造
地域に根ざした企業として雇用創出にも意欲

Power of business human in Iwate

株式会社夢実耕望

2 産業情報いわて

二戸市の株式会社夢実耕望は、健康食品の受託生産を行なう工場として平成13年に創

業。質の高い製品づくりのほか、第一次産業の活性化をめざす新規事業や、地域に貢献

する雇用・子育て支援の取り組みについて取材しました。

地域活性化の足がかりとして
高品質の健康食品製造

着色されたものが多い健康食品は、
白色が多い

二戸市浄法寺町のゆるやかな丘陵地帯に広

うことが難しい。
そのため、一つひとつの製品が目

がる、3600㎡の健康食品工場「株式会社夢実耕

視で丁寧に検査されるなど、質の高い製品づくり

望」。平成13年の創業以来、
大自然や清流に恵ま

が行なわれている。

れた環境の中で、高品質の健康食品づくりに取り
組んでいる。
旧二戸郡浄法寺町の清川町長のもと、岩手県

薬品と違い機械で汚れやキズなどの検査を行な

恵まれた自然環境を武器に
新事業を展開、地域貢献も図る

では始めて導入された国の「地域活力創出事

主力商品である健康食品製造以外の事業にも

業」により誕生した同社。現在、
同じ敷地内に社屋

意欲的に取り組んでいる
（株）夢実耕望。地域にお

を構える製薬機械メーカーの岡田精工（株）
（本

ける一次産業の活性化をめざし、敷地内に立ち並

社・東京都世田谷区）
と、
仙台市の健康食品会社

ぶ十数棟のビニールハウスで栽培されている、ベ

サンケーヘルス
（株）
の出資により、製造用機械の

ビーリーフの販売等も注目を集めている。発芽間も

製作と健康食品づくりの技術を兼ね備えた受託

ない野菜の幼葉（ベビーリーフ）
は、栄養価の高さ

工場としてスタートした。創業から11年、現在では

や風味の良さから近年人気の高まりを見せる食品

味の素（株）
をはじめ、
50社を超える企業の製品を

のひとつ。
「安価ではありませんが、
周囲の恵まれた

取り扱っている。

自然環境や、
品質へのこだわりを武器に、
首都圏の

工場は工程ごとの部屋に仕切られており、
原料

百貨店などで販売しています」
と久保田工場長。
こ

の混合、
打錠、
造粒、
乾燥、
検査、
包装などが行な

のファーム事業では、産業振興センターの農商工

われている。混合造粒機や整粒機など、
岡田精工

連携ファンドも活用している。
コストがかかる商品で

社製の機械ほか数十台の機械設備が稼働し、
袋

はあるが、良いものをやみくもに作るのではなく、販

詰め製品だけでも１日３万袋の生産能力を誇る。

売戦略を兼ね備えた展開により実現に至っている。

今月の
表紙

株式会社夢実耕望の工場内、検査室の様子。
目視検査機により錠剤に汚れやキズがないか、一つひとつ目視で検査が行なわれている
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株式会社夢実耕望

代表取締役

小林 金夫

1946年山形県生まれ。興亜製薬（株）を
【代表取締役】小林金夫
【所在地】岩手県二戸市浄法寺町明神沢 経て98年に岡田精工（株）に入社、現在
は取締役。2001年（株）夢実耕望創業
【 電 話 】0195-39-1104
に伴い取締役工場長に就任。05年同社
代表取締役に就任。
【 F A X 】0195-39-1105
【 U R L 】http://www.okadaseiko.co.jp/yumemi/

ファーム事業のほかに、工場に隣接する
「夢実

それらをサプリメントにしたときに、
販売する経路や

る保育園」の運営も同社が行なっている。現在

戦略をうまく作ることですね。」
と久保田工場長。

110名の社員のうち、
女性は約６割。会社のすぐ側

古くから食べている雑穀に、商品としての魅力が

で安心して子どもを預けられると、
従業員からも好

あるか疑問視する地元の方も多いというが、
「雑

評だ。従業員の家庭以外にも、地域の子どもを受

穀を、手軽に摂れるサプリメントにすれば戦略次

け入れており、雇用の創出のほか子育て支援な

第で首都圏になら充分に売れる」
と久保田工場

ど、
浄法寺エリアへの地域貢献度は高い。小林金

長は見ている。大手メーカーからの受注のほか、

夫社長の「地域にねざした会社として雇用を増や

今後は地元の特産物を生かした健康食品の発

していきたい」
という思いは強く、110名の社員を５

祥地としても期待が持たれる。

年後には150名に増員する計画だという。

7

地元の特産品をサプリメントに
新たな挑戦に期待が集まる
工場ではおもに粉末から錠剤やカプセルを製
造しており、
粉末であればなんでも材料になるとい
う。震災前は、県の沿岸部とのあいだで特産品を
加工し、
サプリメントとして販売する計画も持ち上

8

がっていた。水産物や水産加工品の副産物とし

＜ P.2・3 写真＞
1. 一定数の錠剤を瞬時に振
り分ける道具で袋詰め作業
が行なわれている
2. サンプリング検査の様子。
１時間に１回の頻度でサンプ
リングされた製品の品質をチ
ェック
3. スポーツ選手などプロ向
け の サプリメント製 造 の 様
子。外国社製品ならではの大
きなボトルに粉末を計量して
入れ、ラベルを貼る工程まで
が丁寧な手作業で行なわれ
ている
4. 粉末や顆粒を圧縮して錠
剤にする打錠工程
5. 機械で品質検査をするこ
とが難しい色付き錠剤
6. チュアブル、錠剤、カプセ
ルなど、さまざまな色形の製
品見本が並ぶ
7. 敷地内にはベビーリーフ
を生産しているビニルハウス
が並ぶ
8. 事業所内保育園「夢実る
保育園」。ここに子どもを預
けて働く従業員も多い
9. 同じ敷地にある岡田精工
（株）のエントランスホール
10. 工場を案内してくれた久
保田工場長、創業まもなくか
ら10年以上（株）夢実耕望に
勤務している

10

ての、
サメ軟骨などは健康食品としての引き合い
も多く、実現に向けあと少しというところで震災に
見舞われた。
青森県境ちかくの立地ということもあり、青森県
特産のにんにくなどを持ち込んでサプリメント化を
希望する農家も多い。試作なら原料１kg、量産化

9

でも10kg程度の原料があればサプリメントを製造
できる。浄法寺町周辺を見ても、雑穀などの特産
品はもともと健康食品としての認知度が高い。
「岩
手には良い素材がたくさんあります。大切なのは、

産業情報いわて
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設備貸与制度のご案内
利率を引き下げました！

2.3％→1.95％

（設備貸与の場合）

中小企業
・長 期／5年〜10年 ・低 利／年利1.95%
・無担保 ・金融機関の借入枠とは別枠です
「設備貸与制度」
は、中小企業の皆様が機械・設備を導入する
ときに、
センターがそれを商社・メーカーから直接購入して低
利で割賦販売またはリースをする公的制度です。

貸 付 期 間

保

証

金

利息、リース料

貸与料支払

設備代金支払

センター
売買契約
リー ス

県内に事業所・工場を有する中小企業
（企業組合・協業組合含む）
5年または7年
（＊1、
＊2）

従業員20人以下の県内小規模企業者
（商業・サービス業は5人以下）
5年または7年

対 象 設 備
限 度 額
（消費税込み）

メーカー
販売業者

貸与申込・契約

設備貸与

種類・条件
対 象 企 業

設備導入

設備
（建物をのぞく）
100万〜6,000万円
（＊1）

100万〜6,000万円

貸与額の10％
（最終償還時に返還）
年1.95%
（＊2）

5年＝1.837%、7年＝1.360%

連帯保証人

法人＝代表含み2人以上 個人＝1人以上

（＊1）
以下のいずれか1つの条件を満たせば、

（＊2）
下記のいずれかの条件を満たせば

最長10年、1億円まで
貸付可能です。

最長10年、据置期間2年
利息1.85％で貸付可能です。

① 経営革新計画の承認企業

④ 加工高に対する県内企業への外注比率が10%以上の企業

東日本大震災で設備または事業所が被災し、
市町村等が発行する罹災証明書等の発行を
受けている中小企業

⑤ 県内企業5社以上へ下請発注している企業

一部、対象とならない業種、

⑥ 県内企業への下請発注額が年間1,000万円以上の企業

設備があります。センターに

⑦ 今回の設備を設置することで④〜⑥のいずれかに
該当する企業でも可

お問い合わせください。

（設備貸与のみ）

② 異分野連携新事業分野開拓計画の認定企業

お問い合わせ…総務・金融グループ

お気軽に
お問い合せ
︒
ください

③ ISO9000／ISO14000の認証取得企業

（設備貸与のみ）

ホームページも刷新しました

TEL／019-631-3821（金融チーム直通） http://www.joho-iwate.or.jp/setsubi/
4 産業情報いわて

被災地企業コラボレーション
商談会（岩手）開催について

東京都と公益財団法人東京都中小企業振興公社は、先の東 おり岩手県盛岡市で開催されます。
日本大震災で被害が甚大であった宮城県・岩手県・福島県内

募集は、11月上旬、当センターのホームページ

の中小企業を支援するため、各県の中小企業支援機関等と連 及びプラットフォームメーリングリストにより行ないます。
携し、
「被災地企業コラボレーション商談会」
を被災に見舞われ 多くのご応募お待ちしております。
た各県で開催することとしており、その第２弾が下記日程のと

被災地企業コラボレーション
商談会（岩手）の概要

：平成23年12月15日
（木）
1 開催日時
午後１時から午後５時まで
会場：ホテルメトロポリタン盛岡ニューウイング
2（岩手県盛岡市盛岡駅前北通2-27）
3 参加料：無料
参加企業
：受注企業200〜220社／
4 都内の発注企業各50社程度
交流会
午後５時から午後６時まで
5 交流会を開催する予定です

受注企業の募集

：岩手県内企業120社程度、
1 募集企業数
宮城県・福島県内企業各50社程度
2 募集期間 ：平成23年11月上旬
（予定）

http://www.tokyo-kosha.or.jp/
（公益財団法人東京都中小企業振興公社）

（予定）

（予定）

※その他、詳細につきましては随時、東京都中小企業振興公社
及び当センターホームページでお知らせいたします。
○お問い合わせ先

（財）
いわて産業振興センター 産業支援グループ
電話：019-631-3822／FAX：019-631-3830
E-mail：sitauke@joho-iwate.or.jp

貴社の新商品を盛岡地区で試験販売し、手応えを確かめてみませんか？

チャレンジ・ショップ
出店者募集のお知らせ

いわて産業振興センター
（財）
【主催】

○期間

平成23年7月〜平成24年2月末

○場所

イオン盛岡南ショッピングセンター

消費者ニーズや
商品評価の把握に

内
「いわて活菜横丁・結いの市」
チャレンジ・スペース

○事業対象者

・中小企業支援法第2条に規定する中小企業者
・岩手県内において創業しようとする個人及びグループ
・農林水産物及びその加工品の生産者等
いわて産業振興センターが適当と認める者
（財）
・その他、

ご活用ください！

いわて活菜横丁

結いの市

○使用可能面積及び1 事業者当りの出店限度日数

・5ｍ×3.2 ｍ、最長7日間までで調整します。
○詳しくはホームページをご覧下さい。

ユニクロ

http://www.joho-iwate.or.jp/challengeshop/
●空き日程の確認

イオン盛岡南店

イオン盛岡南
ショッピングセンター1F

●チャレンジ・ショップ申込

いわて産業振興センター 新事業・研究開発グループ
社団法人遠野ふるさと公社（チャレンジ・スペース管理者） （財）
電話：019-631-3824（担当：東（あずま））
電話：019-631-3137（担当：高橋）
産業情報いわて
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シンボルマーク・ロゴの使用について
去る６月26日
（日本時間）
に、
フランス・パリで開催されたユ
ネスコ世界遺産委員会において、本県平泉町の遺跡群が「世
界文化遺産」
への登録決定が決議されました。世界遺産登録
に向けては、長きにわたる官民挙げての働きかけがあり、それ
がようやく実ったことになります。
震災・津波で被害を受けた本県において、久々に聞く喜ばし
いニュースとなりました。
観光だけでなく、食品や工芸品など、
さまざまな分野におい
て、
「平泉」
の名称を活用できることと思います。正式なシンボ
ルマーク・ロゴの使用に当たっては、岩手県ならびに
（社）
平泉

シンボルマーク

ロゴタイプ

観光協会からの承認を得る必要があります。

（社）平泉観光協会 〒029-4102 平泉町平泉字泉屋61-7
TEL：0191-46-2110 FAX：0191-46-2117 http://hiraizumi.or.jp/

お問い合わせ：

第15回機械要素技術展共同出展報告
平成23年６月22日（水）
〜24日（金）の３日間、東京ビッグ
サイトを会場に開催された
「第15回機械要素技術展」
に、沿岸
地域企業４社（（株）エイワ、（株）大槌製作所、三共化成
（株）、和田工業（株）、
うち新規出展企業２社）、内陸地域企業
９社（（株）共立精工、
（株）小林精機、
（有）ジーエフトップ、
（有）青匠回路設計、
（株）千田精密工業、長尾工業（株）、
（株）
ミクニ、盛岡セイコー工業（株）、和同産業（株）、うち新規出展
企業３社）
がそれぞれ出展しました。
東日本大震災で被害の大きかった当県ですが、元気な岩手

をアピールするため、
「がんばるぞ！ものづくり岩手」を合い言
葉に全力で出展してまいりました。
機械要素技術展全体
の出展社数は約1,700
社、３日間の来場者数は
84,509人を数え、昨年
を上回りました。
展示会終了後の成
約が期待されます。

6 産業情報いわて

「青森・秋田・岩手３県合同商談会」
を開催しました
当センターでは、
７月５日
（火）
東京のＴＲＣ東京流通センター
（東
京都大田区）
を会場に、北東北３県の
（財）
21あおもり産業総合支
援センター及び（財）
あきた企業活性化センターとの共催で標記
商談会を開催しました。
この商談会は、関東地区等の発注企業から41社67名と、青森・
秋田・岩手県内のそれぞれに特色を持つ受注企業の143社211
名が一堂に会して、個別商談や情報交換等をしていただいたもの
で、発注側、受注側共に真剣で活発な商談が行われました。
今回の商談会に参加していただきました受発注企業の皆様に
感謝申し上げるとともに、商談の進展・成約をお祈りします。

・関東地区等の発注企業…… 41社 67名
・青森県からの参加企業…… 31社 43名
・秋田県からの参加企業…… 57社 89名
・岩手県からの参加企業…… 55社 79名
◆担当 産業支援グループ
TEL 019-631-3822 FAX 019-631-3830

「農商工連携及び地域資源
活用に係る事業化セミナーⅡ」
を開催しました
7月21日、盛岡市・ホテルルイズにて標記のセミナーを開催しました。
このセミナーは、
「農商工連携」
「地域資源活用」
の経営への活用を
促進していただくことを目的に開催しているもので、今年で2年目とな
ります。本年度につきましては、全3回を予定しております。
今回は、高千穂大学理事・大学院教授、
（株）
マーケティング総合研
究所・代表取締役の新津重幸氏を講師に迎え、
「商品開発に向けての
実践的マーケティングと販路展開実践編」
と題し、商談に向けての、提
案書の作成等、事前準備や、店頭における販促の実践的手法につい
て、具体的な事例を交えて、講演いただきました。
当日は48名の出席があり、大手メーカーを指導するなど経験豊富
な新津氏の実務に基づいたお話に、真剣に耳を傾けていました。
セミナー終了後に交流会を開催し、積極的に情報交換をしていただ
きました。
新津先生のセミナーは、第2回目を10月20日、第3回目を来年3月
15日に予定しております。岩手県内で食品の商品化や販路開拓に関
心のある事業者・農林漁業者の参加をお待ちしております。

産業情報いわて
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震災なんかに
負けない！

がんばっています

企業からのメッセージ

釜石市

プラント・省力化機械製作

石村工業株式会社

三陸漁師の味方、ワカメ塩蔵機や
停電に強いペレットストーブ製作で再起！

石村眞一社長

震災当日の津波は、社屋２階の窓の上まで達しました。ペレットストーブ工

場は全壊、他工場の機械や製品も水に浸かり、被害額は１億円を超えまし

た。そんな中でも従業員は全員無事で、
５月末から操業を再開しています。

自社製品のペレット・薪兼用ストーブ
「クラフトマン」
は、お盆過ぎから注文

が増えています。去年までに150台の販売実績がある高速ワカメ撹拌塩蔵

機
「しおまる」
も、津波を被った機械の修理や、来春のワカメ収穫に向けた新
規注文により、工場の稼働率は100%を超える勢いです。

震災後、いわて産業振興センターの設備貸与制度を利用して、製造用機

械のほか、13台の装置を入れました。今後は早急にペレットストーブ工場も
再建する予定です。自然エネルギーを活用したペレットストーブは、停電時

してがんばります、全国からの注文お待ちしています！

暖をとるほか煮炊きも可能︑薪ストーブにも
なる
﹁クラフトマン﹂︵本体価格 万９千円︶

でも暖を取れるほか、煮炊きもできる優れもの。年間販売数1000台をめざ

ワカメ出荷前の処理が簡単にできると、三陸漁師か
らも評価が高い「しおまる」の
修理が行なわれている
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自然エネルギーで注目を集める
「クラフトマ
ン」の製作は、冬に向け忙しさを増している

石村工業株式会社【連絡先】TEL／0193-22-3641 クラフトマン
【所在地】釜石市大平町４丁目2-1（釜石鉄工団地内）

賛助会員募集中！○「いわてものづくりアカデミー」
受講料20％割引
いわて産業振興センターでは、賛助会
員制度を設けております。当センター
の活動趣旨に賛同いただける方は、
加入を検討くださいますよう、お願い
いたします。

年会費…2万円

お問い合わせ

産業支援グループ

（財）いわて産業振興センター広報誌

平成23年9月10日（奇数月10日発行）

発

（詳しくは
「いわてものづくりアカデミー」
で検索）

○企業信用情報検索の代行と料金割引
（年度15件まで割引）

○ビデオライブラリーの無料貸出

（センターからの送付が無料となります。返送料金についてはご負担いただきます）

019-631-3823

http://www.joho-iwate.or.jp/sanjo

行／ ㈶いわて産業振興センター
〒020-0852 盛岡市飯岡新田3-35-2（岩手県先端科学技術研究センター 2階）
TEL.019-631-3826 FAX.019-631-3830
E-mail： joho@joho-iwate.or.jp URL： http://www.joho-iwate.or.jp
編集印刷／ 株式会社吉田印刷

