
ガンバレ！福知山元気印企業  

ナ■ 
一  

1l  

1一転予  

製造業編  

福知山市中小企業サポートセンター   



「元気な会社」はひとあじ違う！  

～ガンバレ！福知山元気印  

目 次  
（50音順）  

世界初のオンリーワン技術「密閉中空鋳鉄」で大好評。万全の品質保全  

株式会社浅田可鍛鋳鉄所……‥…‥…‥…‥…‥…‥…・………‥…‥  

バッテリー内蔵型LED電球「レス球」は世界も注目。海外に工場進出  
加美電機株式会社・…………………………………………………………  

高性能レーザー切断機と高度な曲げ技術で顧客のニーズに対応  

株式会社衣川シャーリング………………・・・・………・・…………・・…  

「たおる小町」ブランドでの製造直販とインターネットで信頼獲得  

三和タオル製織株式会社……………・………………・………………‥  

新製品マグネットポンプの開発・販売で、新規顧客ニーズ獲得  

三和ハイドロテック株式会社………………………………………・・  

核心のオンリーワン技術のTHSリング。多種多様の金属薄板バネ部品を短納期・迅速対応  

株式会社大洋発健製作所……………………………………………‥・  

12  

17  

22  

27  

多様なニーズに幅広く対応！期待の新製品六角レンチ・ビットスタンド特許取得  

有限会社塚口鉄工所……………………………………………………・ 32  

オンリーワンの溶接材料製造設備。海外ネットワーク構築の先駆社  

福知山重工業株式会社……………………………………‥  37  

斬新なメンテナンス。循環型社会の新製品「福鳳」「ねぎ根洗浄機」開発  

前橋工業株式会社………………………………………………………… 42  

かゆいところに手が届く徹底対応。試作は財産。望遠鏡製品も特筆  

ユーハン工業株式会社……・……………・・………………・・・  47  

編集後記………………………………………………………………………・ 52  

編纂要領………………………………………………………………………・ 53   



世界初のオンリーワン技術「密閉中空鋳鉄」で大好評。万全の品質保全  

Web＠asada－katan．co．jp   

http：／／www．asada－katan．co．jp   

京都府福知山市長田野1－29   

男：96名 女：8名 計：104名   

自動車、建設機械、産業用機械用の球状黒鉛鋳鉄（ダクタイル鋳鉄）   

中小物（1～3kg）ダクタイル鋳鉄の製造及び機械加工  
製造内容及び得意 技術     世界初！密閉中空鋳鉄（特許取得）  

世界初！量産鋳物での1個単位のトレーサビリティ技術   

ひとあじ違う   展示会に出展（近年は毎秋開催のメッセナゴヤに出展）   

マーケテイング等   自社の商品だけでなく、地元（福知山）のPRも併せて実施   

資格・特殊技能・  
取得特許：密閉中空鋳鉄 他   

特許等  

企業理念   小さくともキラリと光る企業   

主な機械設備   

名 称  能 力   メーカー   台数   

ACE造型機  650×500   新東工業   2   

FCMX造型機  500×400   新東工業   

マニングセンタ等加工設備  オークマ他   20   

大阪市来成区にて創業。「自心可鍛鋳鉄」を製造。   

福知山工場竣工。「球状黒鉛鋳鉄」を製造開始。   

本社全機能を福知山に集約。   

三和工場竣工。機械加工専門工場として創業開始。   
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小さくてもキラリと光る会社  

企業規模を追わず、製品（良い品質）、  

工場（きれいな現場）、従業員の日（やる気）の  

3つが“キラリ”と光る会社にしたい。  

代表取締役社長 浅田康史  

■ベースであるダクタイル鋳鉄   

当社は、鋳物専業メーカーで、主に自動車メーカーに球状黒鉛鋳鉄（ダクタイル鋳鉄）部品を  

納入している。将来国内の需要減退が懸念される自動車産業であるが、その中で生き残りを図る  

べく、前向きに拡販・原低そして開発に励んでいる。   

例えば、鋳鉄鋳物は炭素含有量が多いので、そもそも溶接できないが、溶接したいという顧客ニー  

ズに応えるべく「溶接できる鋳物（WeldableAsadaCasting＝WAC材）」の開発に成功、新たに多  

くの顧客を獲得した。   

■新製品技術の開発   

更に、このチャレンジ心が、画期的な「完全密閉中空鋳鉄」の発見～開発するに至った。   

■意外な開発の契機   

初めに、顧客からのクレームが契機となった。  

別のニーズに対して当社のWAC材で試行して  

頂いていた所、とんでもない失敗をし、顧客に  

迷惑を掛けてしまった。謝罪しただけで済まさ  

ず、不思議に思いその原因を徹底的に調査した  

が、これが新素材を発見のきっかけとなった。  

わかってしまえば鋳鉄鋳物では基本的な事象  

だったのだが、あきらめず探究したことが、日本初の、特許にも登録された技術（商品）となった。   

■国の施策を活用   

当然、その後にこの技術を製品化することを考えたが、この製品技術は、大変困難な作業を伴う  

ものである。中小企業が素材開発に資金を投入することは相当難しいが、タイミングよく経済産業  

省の施策（戦略的高度化支援事業・サボイン事業）が施行されたため、本事業を活用し設備を導入  

して研究開発を続け、より精度の高い処理を行うことで、「完全密閉中空鋳鉄」の製品化ができた。  
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■世界初のオンリーワン技術   

この新素材「完全密閉中空鋳鉄」は閉じた箱型断面を有するため、軽量でかつ高強度の相反す  

る機能が実現できる。従来技術では成し得ない形状が成形でき、さらに制振・防振などの優れた  

機能も有する、世界でもオンリーワンの新素材である。   

■新製品技術の機能優位性をアピール   

新素材である「密閉中空鋳鉄」は、新しいオンリーワン技術であることから、商売にするため  

には市場に周知することが肝要となる。また新しい技術だけに、従来の取引業界とは別の業界に  

も周知することが市場開拓として有効である。   

先に述べた様に、この素材はただ単に軽量であるだけではなく、耐振性も有する。中空部に水  

などを入れたら、音が響かず振動も抑える。強度素材だけでなく機能素材として、このような優  

れた特性をPRしようとしている。   

■機能部材として需要の喚起   

つまり、今まで当社が供給していたのはダクタイル鋳鉄という「強度部材」であったが、新素  

材は防振・制振できる「機能部材」であり、見方を変えれば、どんどんニーズが広がると考えている。  

そこで営業課貞には、今までとちょっと売り方を変えようと言っている。  

もとより、自動車をはじめ輸送用機器の市場には音や振動を抑えたいという強いニーズがある。  

そこで、展示会に出展してニーズ調査を行い、新用途の試作品の製作を検討している。既に、業  

界からは大好評を得ている。  

また、面白いことに、本新素材はまだ売り上げには貢献していないが、このような新素材は鋳造  

業界でも画期的なため当社への注目が高まり、既存製品のビジネスを押し上げる効果が出ている。   

■積極的に発信   

当社は、自動車産業そして鋳造産業のメッカである名古屋地域において毎年展示会に出展して  

いる。特に、新素材「密閉中空鋳鉄」についてPRすること、そしてユーザーニーズを把握し製  

品化に結び付けるのが目的である。土地柄もあり自動車メーカーの幹部も来場するなど多数の来  

場者があり、引き合いもある。当社の存在、そして新素材の存在を知って頂くための絶好の機会  

である。   

■顧客を会社に連れてくる   

展示会の次には、来社を促す。つまり、営業にはお客  

様を会社に連れてこいと言っている。これは、現場の社  

員と顧客とのギャップを埋めるため。顧客が会社を来て、  

現場を見た時、いい現場だと言ってもらえるようにキレ  

イな現場にしておけと。  
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営業は顧客からの引き合いを取るために、展示会に出展したり、出歩いたり必死になる。次に、  

引き合いが取れれば、顧客に足を運んで現場を見てもらう。 当社は量産メーカーであるため、顧  

客からは常にリピートで注文が入ることになる。従って、先方としても当社と取引を始める前に  

一度は工場を見る必要が出てくる。これをチャンスと捉える訳である。   

顧客にすばらしい現場だと、頑張っていい製品作っている現場だと理解してもらう。この現場  

でつくられる物を買いたいと思ってもらえるようにする。ほめられることもあれば、時には厳し  

い指摘をされることもあるが、現場には全て伝えるようにしている。現場はそれを聞いて自信を  

感じ、また問題点を改善するようになる。つまり、会社に来てもらった顧客のコメントが現場力  

を高めるということであり、この意味からもチャンスとしている。   

■万全の品質保全体制を目指す   

新素材開発と同時に、既存素材の品質保証体制を飛躍  

的に向上させる「鋳造トレーサビリティシステム」の確  

立にも注力した。これも大学や財団法人、民間企業の協  

力をいただきながら経済産業省のサボイン事業として取  

り組んだ。   

従来は、ロット単位で管理していたものを1個単位で  

管理することで精度を高め、品質を大幅に改善するもの  

であり、業界では初めての取り組みであった。   

当然、本システムの開発は新しい設備や計測方法など従来にない仕組みを構築していく必要が  

あり、相当の苦労を伴ったが、ネットワークカを活かし約3年半の期間を得て、なんとか実用化した。   

また、ISO9001（品質マネジメントシステム）については、すでに2002年に認証を取得しているが、  

顧客満足度向上のためレーダーチャートを用いたアンケート調査や、定例品質会議に加え毎朝の  

品質朝市などを実施し、さらにユーザーニーズに応えるべく改善を続けている。   

■社内の情報共有   

社内での情報の共有化、特にクレームの共有化は重要である。鋳物の善し悪しは曖昧な所があり、  

顧客が加工して、削られて初めて不具合が分かることも多い。現場はちゃんと作ったつもりでも、  

こんなクレームがあったという報告があると、考える契機となる。若手も常に意識しているので、  

バッドニュースとして開示するようにしている。   

■品質ボード   

社内には品質ボードがあって、顧客からどんなクレームがあったか全て書かせている。そこまでオー  

プンにしている。例えば、安全の緑十字の様に、ノークレーム日は線で書き、クレームがあった場合  

は赤色で書く。なので、クレームゼロ、つまり、オールグリーンのボードを作ろうと取り組んでいる。  

なかなか難しいが、見える化をすることで、現場の意識が変わってくるはずだとの思いである。  
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■教えあい、鍛えあう企業文化の熟成   

現場には熟練の技術を持った職人が多数おり、現場をしっかりとまとめてくれている。集団で  

のものづくりなのでチームワークが重要。ベテランから若手社員に技能や勘所を伝え鍛えあう文  

化や土壌が出来ていて、それが熟成していいムードを生んでいる。ベースとしてこのような文化  

があり、これは大事にしなくてはならないとの考えである。  

∴   

当社は、メッセナゴヤに毎年出展しているが、折角東海地方での展示会なのだから、当社の製  

品だけではなく、地元福知山にゆかりのものも並べている。   

例えば、今年は、鋳物でつくった明智光秀さんの人形や北近畿タンゴ鉄道（KTR）のパンフレッ  

トなどを展示して、福知山のPRを行った。このような形でも地元に貢献できればと考えている。   

ちなみに、従業員は大半が地元採用であり、域内高校出身者も多い。  

6今後の経営方針  

■いいものを安く提供   

今後の戦略としては、当たり前だが、いいものを安く顧客へ捷供する。当社は量産メーカーな  

ので、そこをしっかりしている。そこで利益をしっかりと出せる会社にしていきたい。さらに、  

新素材ビジネスがこれを押し上げられればとの思いである。   

■顧客ニーズに応える   

従来の鋳物産業からの脱皮を図るため多くの顧客に来てもらいたい。何よりも、顧客のニーズ  

に応えたいし、新たなニーズに出会いたいとしている。   

そのために開発を進めると同時に、基盤技術の品質向上・原価低減もしっかりすることだと考  

えている。   

■技術の向上を目指す   

厳しい、苦しい世界になるとは思うが、従業貞には厳しい中でもやりがいを感じて欲しい。そ  

れに創意工夫して応えよう、無駄を改善してやって行こうという事で技術レベルを高める、そん  

な会社にしたとの方針である。   

そうなると、企業理念である「ちいさくともキラリと光る企業」に近づいて行くはず。親模が  

大きな会社ではないが、いい商品を作る、顧客に認めて■FL  

もらえるモノを作る、すばらしい椅麗な工場にしたい。  

厳しい世界だが、やりがいを感じて従業員が目を輝かせ  

て働いて欲しいとの思いである。   

訪問日：11月11日14：00～17：00 訪問先：㈱浅田可鍛鋳鉄所  

面談者：代表取締役社長 浅田康史  
訪問者：センター長福田利治・水嶋英雄・農林商工部次長兼産業立地課長 松山晃章  
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バッテリー内蔵型LED電球「レス球」は世界も注目。海外に工場進出  

E－mail  ikeda－11＠kamidenki．jp   

URL  http：／／www．kamidenki．jp   

所在地  
本  社：兵庫県多可郡多可町加美区熊野部223－13  

京都工場：京都府福知山市三和町みわ小字エコートピア15－2   

代表者  池田一一   

従業員  男：76名 女：78名 計：154名   

主要製品  電子基板の組立専門工場として多品種小口ツトに柔軟に対応   

製造内容及び得意 技術   停電時でも消えないバッテリー内蔵型LED電球   

ひとあじ違う  LED照明を8年前から開発し、特殊LED照明に特化し海外工場   
マーケテイング等  生産販売を行う   

資格・特殊技能・  
最先端の設備を有し特殊電子基板から超大型基板まで生産可能   

特許等  

経営理念  顧客を満足させたいと思う心   

主な機械設備   

名 称   能 力  メーカー  台数  名 称   能 力   メーカー  台数   

電子部品実装機  ヤマハ   37  画像検査機  コーヨン他   5   

電子部品実装機  富士機械   6  Ⅹ線検査機  アイビ7ト他   3   

画像検査機  マランツ   8  半田付装置  セイテック   5   

画像検査機  サキ   6  ポイント半田付装置  光輝テック   4   

画像検査機  サイバー   3  自動挿入機  パナソニック   5   

沿革  
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顧客を満足させたいと思う心  

当社は、各種電子回路（プリント基板）実装基板の製造全般（基板実装～後工程～梱包～  

出荷）、大型対応可能なチップ部品両面自動実装、アキシヤル・ラジアル部品自動挿入、基  

板組み立て加工を行っている。これまで時代に先駆けて自動実装機を導入するなど最先端の  

設備を有し、特殊プリント基板から超大型基板までの先進的な取り組みを行い、プリント基  

板の組立専門工場として多品種・少ロット生産にも柔軟に対応している。   

現在の主要業務はプリント基板の受注製造で、その内訳は、産業機器の制御基板が多く、  

他にはタッチパネルや自動車関係の基板製造も行っている。   

■大きな転機となる新製品開発  

1995年（平成7年）に阪神大震災が発生  

した。その際、「少しでも明かりがあれば助か  

っていた。」という人の話を何度も聞いたので  

ある。それが契機となり、停電時にも消えない  

バッテリー内蔵型LED電球の研究開発に取り  

組んだ。その結果、安全なニッケル水素電池を  

内蔵し、LEDで電力消費量を少なくし、長時  

間継続点灯するというバッテリー内蔵型LED  

電球「レス球」を開発したのである。これは、  一般家庭の電球ソケットにセットできる画期  

的な製品で、当社の蓄積された技術の集積ともいえるものである。この開発には2007年  

（平成19年）に竣工した、新製品の研究開発・製造拠点である京都工場の役割が大きい。  

現在、人感センサー付きなど3種類のバッテリー内蔵型LED電球を製造している。   

■自社ブランドの育成   

中小企業にとっては、受注製造から自社ブランド製品製造への移行は大きなテーマであ  

る。その点、バッテリー内蔵型LED電球の開発は、自社ブランド製品の展開で大きな役割  
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を有している。バッテリー内蔵型LED電球は、  

日本のメーカーではオンリーワンである。海外  

で同様の製品を作っているところもあるが、省  

エネ等の機能性で抜きん出ている状況である。   

2011年（平成23年）に東日本大震災が  

発生した。それに伴う計画停電により、バッテ  

リー内蔵型LED電球の評判が広まり、在庫が  

なくなったとのことである。顧客からは、計画  

停電があった時、またいつ停電があるかわからない時など、「レス球」があり、よかったと  

いう報告も当社に届いている。今後、より一層のコストダウンに努め、顧客ニーズへの対  

応、性能向上に向けた研究開発を進めるとしている。これらにより更なる販路拡大を見込ん  

でいる。   

■海外進出へ   

2013年（平成25年）当社はバングラデシュに工場を建設した。その契機となったの  

は、社長自らがバングラデシュの知人がおり、他方、バングラデシュのエネルギー担当大臣  

は、国内の頻発する停電に頭を悩ませていた。ある時、担当大臣の秘書がインターネット  

で、その知人を通じて知った当社のホームページを見てバッテリー内蔵型LED電球を知っ  

た。その後、エネルギー担当大臣から知人を通じて、その製造設備をバングラデシュに持っ  

て来て欲しいと当社に依頼したことが契機である。当初は躊躇したが、バングラデシュの電  

力事情つまり、突然の停電で子供の学習が止まり、また停電中の犯罪も発生し、国民の不満  

が蓄積していたことなどを知るにつけ、バングラデシュのために進出を決定したのである。   

■海外市場へ   

今後、東南アジア、南アジアに対して、同地域で頻発する停電の対策としての販売を考え  

ている。具体的にはインドやミャンマーなどを考えている。インドでは電気のないところが  

3分の1くらいある。そこに、このバッテリー内蔵型LED電球と太陽光発電装置を持って  

いけばと思っている。既に海外からは予想以上の反応が出ている。  

従来から海外に行く際には「何か面白いものはないか」というアンテナを張っている。その  

国その国によってさまざまな発見があるとしている。   

■多言語化ホームページ  

外国企業がインターネットで検索する際、例えば「バッテリー内蔵型LED電球・レス球の  

会社」のように複数検索言語にヒットするように、ホームページを多言語化し、世界の人々  

に発信していきたいと考えている。  
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■海外現地生産へ  

製品部品は日本で作り、海外現地で組み立てている。そのため現地社貞を日本で3ケ月間教  

育している。将来の現地生産への布石でもある。   

■今後の方向  

今後は、バッテリー内蔵型LED照明事業に注力し、自社ブランド製品比率を向上させたい  

としている。将来は、国内市場で50％以上、海外市場で30％以上のシェアーを目指して  

いる。   

■特許の申請  

現在4件の特許申請を行っている。その中には■  
「レーザーを応用した特殊な製品」や、「電球の口  

金にヒューズをつける」というものもある。特許の  

取得保有は今後大変になるが、特許を保有してい  

る企業のブランドイメージは確実に上がり、信頼  

性も増す。そしていろいろなことにチャレンジし  

ていることもアピールでき、その結果発注もあ  

る、そういう効果はとても大きいと考えている。   

■万全のチェック体制  

聖繋 － i l■ 弓i   

当社は、初期不良ゼロを目指し、全品48時  

間の点灯テストを行った後で出荷している。  

毎年、地元採用をしているほか、舞鶴高等工業専門学校と連携し、研究開発を行ってい  

る。  
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従来から、仕事が手一杯で回らず、発注者に  

断る際、ただ「出来ない」と言うだけではな  

く、手土産を持参して出向き、「誠に申し訳な  

い。」と丁重に断っている。   

それは、断っても、次に声をかけてもらえる  

ように、断る時にも丁重に営業をすることが大  

切だと考えるからである。引き受ける時は、ど  

この企業もいい顔をするが、断る時こそ礼をつ  

くすことが大事だと考えている。いつどんなチ  

ャンスが巡ってくるか分からないので、何かの  

時に少しでも覚えていてもらえるといいとの判  

断である。ケンカ別れだけは絶対にしないよう  

にしている。企業も人だからとの考えである。   

また、当社に頼めば、何でも出来るという噂  

があるとのことで、京都・兵庫の電気系会社で  

は当社は広く知られている。何か困ったことが  

あれば当社に頼もうという感じとなっている。   

訪問日：11月13日14：30～16：30 訪問先：カ口実電機㈱  
面談者：代表取締役社長 泄R－一 誌間者：セ、ノ々一号福田利治・水嶋英雄   



E－mail   k－Shearing＠space．ocn．nejp   

URL   http：／／www．fukuchiyama－kigyou．net／company／memberO7．html   

所在地（本社）   京都府福知山市土1117－319   

代表者   衣川吉一   

従業員   男：7名 女：2名 計：9名   

主要製品   
鉄、ステンレス等の鋼材販売および、その一次加工  

（レーザー切断、ガス溶断、シャーリング切断、ノコ切断）、曲げ加工   

図面展開～鋼材仕入れ～レーザー切断～曲げ加工までを一貫し   

マーケテイング等   て行うことで客先のニーズに答える   

資格・特殊技能・  
各種加工機械の操作技術   

切ります、曲げます、これからはもっと精密に切断します   

主な機械設備   

名 称  能 力   メーカー   台数   

Co2レーザー切断機  3．2kWX5’×10’   トルンプ（ドイツ）   

ガス溶断機  T50×5’×10’   コータキ精機   

シャーリング  T12×5’×10’   アマダ   4   

プレスブレーキ  100トン×8’   アマダ   2   

創業   

設立（株式会社化）   

トルンプ社（Mツ）製レーザー切断機導入   
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専務取締役 衣川成也  

コ切断、曲げ加工等の加工を行っている。特にレーザー切断したものをプレスブレーキで曲げ加  

工した製品の製造を得意としている。   

当社は、鉄工所で使われる鉄板やステンレス鋼材の仕入れ先として、卸売りとして創業した。  

京阪神の鉄鋼メーカー、商社から仕入れ、シャーリングと言われる機械を使用して鋼板を切断  

し、福知山や綾部の鉄工所に販売をしていた。   

その際、付加価値という形で一次加工を行っている。具体的には前述のように寸法を出して切  

断したり、現在では穴をあけたり曲げたりする加工である。   

■一大転機、最新鋭機械の導入   

鋼材は、それだけでは付加価値が低いので、付加価値をつけるために様々な取組みをしてい  

る。   

従来のシャーリング切断の場合、客先で穴あけや曲げ加工、溶接組み立てをする前捷で必要な  

サイズを受注していた。もとよりレーザー切断というのは技術レベルが高い生産技術であるが、  

そのレーザー切断を活用して他社とはひとあじ違う加工、すなわちレーザー切断を踏まえた鋼材  

の仕入れ加工、図面展開まで取り入れ、後工程である曲げ加工まで行い客先のニーズに応えよう  

と考えた。   

そこで、2009年2月にレーザー切断機およびCAD－CAMの導入を行った。CADを使  

用した図面展開、レーザー切断、プレスブレーキによる  

曲げ加工の技術を総合して活用することで、顧客に大き  

なメリットを掟供できるようになった。具体的には、製  

、品図面と同時に材料調達が可能となりリードタイムが大  

幅に短縮できる、レーザー切断機で行えることから加工  

位置精度が大幅に向上する、溶接構造に比べて曲げ加工  

構造とすることで高強度で見栄えの良い製品ができる、  

などである。  

†
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これは、鉄工所などの客先の作業まで引き受けることで、客先が少しでもたくさんの量の仕事  

を捌けるように、レーザー切断を知ってもらうための手段でもある。顧客がこれが欲しいという  

ものをレーザー切断で加工して納品するが、このような加工方法はどうかと碇案出来るようにす  

ることを努力している。   

■希少なレーザー技術   

鋼材販売店でレーザー切断や曲げ加工までしてくれる  

会社は少ない。また地元の鋼材販売店で自らレーザー機  

械設備を持っている会社という所はない。   

また当社は、工場の中に顧客ニーズに合わせた材料を  

在庫しているので、顧客からの発注に対しての対応が早  

い。   

もちろん京阪神にはレーザー加工技術専門で2台3台と  

持ってどんどん材料を仕入れて切っていう会社もある  

が、地方だとニーズが少ないので、広範囲に受注しないとトータルで仕事にならないという事情  

がある。  

一番難しいのは国内全体で仕事量が減っていることで、京阪神の設備を同じにする同業他社の工  

場も地方にまで手を広げていかなければならなくなってきている状況となっている。   

■設備投資の絶大な効果  

■  設備投資を行い、それ以降仕事が大きく変わってい  

る。当時、設備投資をしなければこの先、生き残れない  

という強い考えがあった。今では社内の仕事の半分はこ  

の機械がなければ出来ないほどに頼っている状況となっ  

ている。顧客も、当社にしか頼めないというほど、信頼  

されている。   

今後とも物量拡大路線ではなく付加価値の向上を目指  

している。利益率（仕事の付加価値）で見れば、200  
L Lコ■i出L■6  
9年の機械導入以前は平均20％だったが、現在は平均40％にまで向上している。   

機械の稼働状況は、レーザー切断機はフルで動いている。導入の最初の一年は全然動いておら  

ず、試し切りばかりの状態だったが、その後少しずつ効果が現れ、仕事の中身も高度なものにな  

り、現在は他の機械は空いていてもレーザー切断機だけは動いている状況である。   

■製品技術に対する思い   

従来の技術でも顧客において製品をつくることはできたが、より高精度、より高難度な製品、  

そしてより多くの仕事を処理しようと研究開発している。   

顧客に「衣川シャーリングのお蔭で難しい仕事もできるようになった。多くの仕事をこなせる  

ようになった。」と喜んでもらえることを願っている。  
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l旦目指している市場やユ‾ザ‾顧客   

レーザー切断データ（実績）を全て保存し、加工履歴  

を的確に管理しているほか、寸法精度はじめ見栄え品質  

にも注意を払っている。他方、多くの様々な顧客との取  

引の中で、過剰品質を押し売りすることがないように、  

顧客に合わせた品質管理を実施している。   

新技術の伝達について、レーザー技術や図面展開技術  

はまだ専務が一人で握っている状態であるので、人材育  

成していかねばならないという課題はある。機械は置い  

ていても動かない、人がいないと動かないものなので、人材育成は大切だと考えている。人材育  

成について、現在、技術面では、1工程について一人が担当しており、一人一人が工程専用の機械  

を扱っている状態。それぞれ特殊な能力が必要となるので、まずはそれを育て、最終的に一人二  

人はローテーションできるようにしたいとしている。   

シャーリングという機械は、奥の深いものである。いろんな技術があるので、そういう部分を  

上手に社員に浸透させておかないと、いざという時に品質を維持できない。   

■地元のニーズを掴む   

鋼材を取り扱っている会社はたくさんあるが、自社で切って曲げてとする鋼材会社は他にな  

い。   

大阪などには、たくさん同業他社の工場はあり、そこではいい製品は作れるであろう。しかし  

福知山から大阪まで鋼板を持っていけるのかとなると費用や時間などを勘案すれば現実的でな  

い。そこで、当社は福知山周辺ですぐに対応出来るなど、その受け皿になっている。事実、福知  

山、長田野、綾部をはじめとして、多くの顧客を有している。  

5地元地域とも強い絆   

同業者のつながりについて、求めているが今のところ  

共同体のようなものはない。お互いがWIN－WINの関係  

を作りたいと願っている。   

地元団体では、商工会議所で活動しているほか、京都  

中小企業家同友会福知山支部幹事として、経営資質の向  

上、地域の活性化に向けて活動している。更に金融機関  

経営者団体（ほくと元気塾）の幹事として、異業種交  

流、地域の活性化に向けて活動している。  
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6今後の経営方針  

ミ  7  

であること。地域でなくてはならない存在であること。  

技術を広めること。   

そのために、常に先を考え、技術を磨いていくことが  

大切だとしている。   

訪問日：‖月12日15：00～17：30 訪問先：㈱衣川シャーリン土  
面談者：代表取締役衣川吉－・専務取締役 衣川成也  
訪問者：センター長福田利治・水嶋英雄  

ぺは蝿  

バ、Il．i蔵  

人止嘘  

吐け甘亀吉  

仇（ユ執  

■れ仙  
i▲l与◆一帖ナ  

国立舞鶴工業高等専門学校副校長 金山光一  
農林商工部次長兼産業立地課長松山晃章  
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「たおる小町」ブランドでの製造直販とインターネットで信頼獲得  

0用．ce＠towel－komachi．co．jp   

http：／／www．towel－komachi．co．jp／   

京都府福知山市三和町菟原下166   

男：5名 女：12名 計：17名   

タオル製品・タオルプリント加工製品・ギフト製品   

製造内容及び得意  
織り、縫製、プリント加工（刺繍加工）、製品加工など小親模  

技術  
ながら一部の加工を除き（晒し加工）ほとんどの加工を一貫し  
て製品化することが出来る   

ひとあじ違う  

マーケテイング等  
インターネットを通じて、直接お客さんに製品を届けている   

資格・特殊技能・  ・タオル製織、縫製、プリント製品加工の一連の社内工程   

特許等  ・KES環境マネジメントシステムスタンダードステップ1登録   

経営理念  喜びを作り、つながりを紡ぎ、土地に生きる   

主な機械設備   

名 称   能 力  メーカー  台数  名 称   能 力   メーカー  台数   

タオル製織磯  9  製版設備  1式   

プリント機  2  乾燥機  数台   

自動ヘム機  2  工業ミシン  1式   

刺繍機  
2  オーバーミシン  
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喜びをつくる、つながりを紡ぐ、  

土地に生きる。  

縫製、刺繍、製品加工など、晒し工程を除き、殆ど一貫してタオルを製造している。   

■タオルをコミュニケーションのツールとして   

当社はタオルをコミュニケーションのツールとして考えて作っている。タオルを通して顧客と  

コミュニケーションを取り、「タオル」が吸水する布ということだけではなく、「記念品」や  

「顧客の役に立つもの」として利用して欲しいという思いで製造を行っている。「どのタオルを  

買った。」ということよりも「どの企業、どの作り手のタオルを買った」というように企業の名  

前やブランドで認識してもらえることを目指している。   

また当社は、小口ツト製作にも対応するようにしている。それは少年野球チームなど小規模の  

団体に利用して欲しいとの思いからである。  

技術に関して言えば、社会一般にはオンリーワン企業が良いとされているところもあるが、当社  

ではそれほど重要ではない事としている。それはオンリーワンであり続けることは非常に難しく  

体力のいることだと思うからである。そして身の丈に合った、今ある設備で、出来る事を継続し  

て続けていく工夫も大事だと考えている。   

■他社との差別化への苦慮   

現在販売している製品は、一見はどこにでも売っているタオルである。何が違うとよく聞かれ  

るが、そこについては、多くの部分が異なっているとしている。それは、作り手の意思、思考を  

反映させるのが製品で、顧客の意見を聞くのが作り手である。それにより自ずと、作る企業によ  

って製品仕様の細部は異なってくる。変わったものや特別な物を作るのは、協力会社と共同制作  

すればそれほど難しいことではない。本当に難しいのは、安定した品質を顧客に継続して届けて  

いくこと、それを企業として認知してもらうことだと思っている。10年前に買ったものが10年後  

も同じ品質で時代に合わせて微調整しながら作っているということは、タオルのような日常家庭  

商品にとってはとても大切なことだと考えている。そこをしっかりと求めていかないと生き残れ  

ないのではないかと思っている。  
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■製造直販への模索   

収益で怖いのは「微減」である。大きく減少すれば事業転換などの判断も出て来くるが、少し  

ずつ減っていくと「もう少し頑張れるか」と判断が鈍くなる。   

当社は以前、製織・加工だけの製造請負業務をしていたが、価格競争が厳しく、事業の考え方  

を変える判断が必要になった。なぜなら製造請負だけでは事業を回していけなくなると気づいた  

からである。それ以降、あまりに価格の合わない仕事は避け、製造直販を模索するようになっ  

た。しかし当時と今では考え方が違うので、製造のみの考えと、製造と販売を考える思考は大き  

く違うのだと今になって思い知らされている。   

■信念を持つ   

製造直販をすれば、自社のみの判断で動けるよ  

うになる。しかし顧客から注文があるかどうか、  

安定して売り上げを立てられるか不安がつきまと  

う。製品も細かい点まですべて自社で企画を立  

て、自分の信念で動かなくてはならなくなる。今  

現在も常々、自分たちはどこに行きたいのか、と  

いうことを真撃に考えながら事業を進めている。  

今後、消費税も上がりTPPなどで国際物流が変わ  

れば、当社の業務も変わってくると思っている。  

関税や送料など海外に関することが明確になってくれば、業務も広がってくるのではないかと考  

えている。   

■WEBサイト立ち上げ   

2006年にホームページを立ち上げた。製造業で大切なのは「この場所で製造を成り立たせ  

るためにはどうすればいいのか」「どのような人が作っているのか」「どういう考え方の人が作  

っているのか」だと思っている。そのために、顧客と直接関われる方法がWEBサイトだと思っ  

たからである。今後もさらに持続的な「発信力」が今まで以上に大切になってくると考えてい  

る。  

「ネットからの注文が多いでしょうか？」と聞かれることもあるが、当社付近は都心部からも離  

れており、当然やりとりはメールや電話、FAXが主になってくる。営業部門に人月を割いて注  

文を得ていく方法もあるが、人件費等の経費が掛かりすぎるため小規模工場には厳しく、インタ  

ーネットを活用しているのが現状であるとしている。「メールなどでの問い合わせに対するフォ  

ロー体制は、電話をあまり好まないお客様もいるので、ケースバイケースで対応しています。し  

かしお客様に借用してもらいながら製作したいと考えており、メール重視ではありますが、電話  

とのバランスもとりながら希望通りの製品を届け、次に繋がるようにしています。」としてい  

る。  

－19－   



現在、タオルは外国製品が国内市場にかなり流  

入している。全体の量ではほとんど外国製品では  

ないかと思われるくらいである。日本人ほど普段  

の日常でタオルを使い、日本人のように薄手のタ  

オルを使う民族もいないのではないか。海外では  

分厚くしっかりとしたタオルが多く使われている  

が、日本人が使っている繊細なタオルも好まれる  

余地はあるのではないか。そこで、しっかりと目  

標設定を立てて製品を提供出来る体制作りが必要  

になると考えている。   

世界を見ることはとても大切なことだと思っている。夏場にはタオルが欲しくなり、寒くなる  

と需要が下がるのが日本の四季における環境である。世界を見ると季節はもちろん、国それぞれ  

に環境が違い、需要も異なる。すべてを求めるのではなく、より広く求められるように、身の丈  

にあった経営をしたいと思っている。世界という広い市場で、閑散期、繁忙期のバランスが取れ  

るようにしたいと思っている。   

■顧客開拓   

かつては一度作ると、毎年や定期的に発注を受けるというのが当たり前であったが、いまでは  

そうとは限らない。よって絶えず新規の顧客を迎えて、真筆に対応し受注していく体制作りが不  

可欠となる。またマーケテイングも当社で行っていく必要がある。製造工場ゆえに受注容量とい  

うものがあり、当社にあったペースと工夫で受注していくことが望ましいと考えている。   

■ブランドマーク  

「たおる小町」という自社ブランドを作った。当社は、創業時から製造  

請負のみを業務としていたこともあり、経営理念というものを作ってい  
驚蛤輔瑚薗 

散骨繍1♯  

芸当こ司  

なかった。当然これから未知の方向に向かう場合、理念が必要となってくる。そこで無理に作ろ  

うとしても標語のようなものになってしまうので、判じ絵のような、わかりやすい絵にしようと  

思い作ったのである。少し下帯にした働く女性を「／ト町」の判じ絵にして、タオルに向かってい  

く姿勢を表現している。   

■今後の展開   

WEBサイトを立ち上げた時期は全く先が見えない、明日がわからないような状況であったが、  

今はいろんな選択肢が出来ている。繁忙期と閑散期のバランスの取り方、企画力、マーケテイング  

カ、原材料の高騰が見込まれる為の対応、それらをどのように乗り切るかが課題となっている。製  

品のクオリティを下げずに、課題を従業員全員で共有しながら乗り越えたいと思っている。  
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陳益目標について   

製造体制を一つの指針としている為、受注の容量には制限があり、考え方によっては収益にも  

限度はある。身の丈を意識して、アイデアと工夫で伸ばしていけるように努めるとしている。   

当社では全品検査体制をとり実施している。ま  

た品質維持の安定のために、従業員に経験を積ま  

せて製品技術を維持・向上させるよう努めてい  

る。  

■環境に配慮   

タオルにプリントするには、染料プリントと顔料プリントとがあるが、水処理が大きな問題で  

ある。当社は協力会社と開発した独自のクリーンな排水処理設備を設けて行っている。また、処  

理性が高く安全な顔料を使用することで、人にも自然にもやさしい製品作りに努めている。  

∴  

はないかと思っている。京都丹波の山里で製品を作るというのはどういうことか、何が掟供出来  

て、どんな雇用が生み出せるのか、多くの人と関わり、しっかり考えて事業を行いたいと考えて  

いる。   

訪問日：11月14日14：  

面談者：藤田 昌巳 訪問壱  

16：30 訪問先：三和タオル製織㈱  

′ゐ一長福田利治・水嶋英雄  
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t－mizuno＠sanwapump．cojp   

http：／／www．sanwapump．cojp   

本  社：大阪府吹田市南金田2丁目11番33号  

京都工場：京都府福知山市長田野町2丁目47番地   

男：83名 女：20名 計：103名   

ステンレス鋼製マグネットポンプ及びステンレス鋼製遠心ポンプ   

製造内容及び得意   軸シールを持たないシールレス構造のマグネットポンプの閲   

技術  発・設計・製造   

ひとあじ違う  お客様のニーズに合わせたオーダー品から短納期・低価格を実   

マーケテイング等  現した汎用品まで幅広いニーズにお応えできるマーケテイング   

資格・特殊技能・  高圧ガス製造試験認定事業所ISO9001：2008取得   
特許等  ポンプに関する特許・実用新察   

経営理念  世の中に役立つ新しい製品で私たちの世界を広げよう   

主な機械設備   

名 称   能 力  メーカー  台数  名 称   能 力   メーカー  台数   

NC旋盤  オークマ他   4  三次元測定機  東京精密   

CNC旋盤  オークマ   口  性能試験装置  横浜   4   

フユーシングセンター  新潟鉄工   

マニシングセンター  マザックオークス  2  
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世の中の役に立つ素晴らしい製品で、  

私たちの世界を広げよう  

我々が、お納めする製品で、お客様の満足を得、  

更に我々の世界を広める。  

2得意な製品技術   

当社は、石油精製、化学プラント 繊維工業、食品・薬品産業、半導体・液晶製造設備等幅広  

い業界に納めるポンプを製作している。   

来年で、創立80周年になる当社は、もともとステンレス鋳物・耐熱鋼を製造していた。その間、  

いろいろ材料を開発し、創業時からの信頼や実績を積み重ね、現在に至っている。特に1983年  

からは、マグネットポンプという液漏れしない製品を開発し、現在の主力製品に成長している。   

■オンリーワン新製品の開発  

一般的なポンプは、容器と軸の問に液体が通る際、軸シールという部品を取り付けて漏れない  

ようにするため、これが磨耗すると液体が漏れだしてく  

るため、部品の取替えが必要となる。しかし、マグネッ  

トポンプというのは、ケーシング内の羽根車付の軸とモ  

ーターから動力を伝えるケーシング外部の軸にそれぞれ  

磁石を取り付けて、電動モーターで回転させる仕組みに  

なっており、密閉容器に穴をあけずに羽根車を回せるた  

め、液体が漏れず、耐久性も高くなっている。これは業  

界では極めて画期的なことで、またオールステンレスな  

ので薬品にも使え、更に長期間使用できるため環境にも優しい、ということでお客様に安心して  

使っていただいている。劇薬を取り扱う会社に製品を納入しており、日本国内では、樹脂製のも  

のは他社でも販売しておられますが、オールステンレス製のものは当社だけが製作している。   

シール構造を持たないポンプは、モーターも一緒になっているキヤンドモーターポンプがあり、  

そのポンプとの競合が多い。海外にいくと、アメリカやヨーロッパでも製作している。   

■開発の契機  

開発の発端は、液漏れをなんとかしてほしいと、その顧客との問で起こった問題の解決が契機である。  
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■開発の苦労話   

最初の頃は未知の部分があったので苦労した。マグネットポンプは環境が整っていれば他社で  

も製作可能だとは思うが、今使用している強力な磁石もなかったので大変だった。例えば溶接時  

に磁力の関係で電流の流れが歪められる現象なども起こるので、製作上難しい面がある。   

サニタリー仕様のマグネットポンプの開発では、ポンプ内では混入している物質も液体と同じ  

ように流れてもらうのが理想であり、隙間に入り込んでしまうようではだめである。ただ、はじ  

めはそこまで求めず、使用する人が定期的に洗浄、メンテナンスでき、簡単に組み立てられるよ  

うにする、そこを一番の目的とした。そのため、部品数をできる限り少なくして、分解、組み立  

てがしやすいようにするのに非常に苦労した。あとは、製品の表面の仕上げパターンを2仕様、  

つまり磨き上げたものと、そうでないものを用意した。形状を整えるのに時問を要したが、見た  

目のことも重要であるので、顧客のご要望に添えるようにした。   

マグネットポンプでこれだけの商品数をもっているのは、当社だけだろう。   

■サニタリー新製品   

これまでは一般工業用、いわゆるケミカル、プラント系で使用する製品を作ることを得意とし  

てきたが、時代の移り変わりで需要も変わり、LPガスを積んで走る移動ガソリンスタンドのよ  

うなトラック（バルクローリー車）に搭載されるポンプに使用されたり、食品関係の二次的なラ  

インに使用されるまでになった。   

実際に食品自体が通るラインには、サニタリーポンプ業界があり、そこのところでうまく運用  

しておられたようだが、液体がもれるタイプ、いわゆるシールポンプばかりだった。ある時、あ  

る顧客から、マグネットポンプでサニタリー仕様の製品を作ってみないか、と声をかけてもらっ  

たことで、サニタリー仕様製品を製作した。   

医薬品に使われてもよいハイグレードなものを作ったところ、食品やサニタリー系でも多用途  

に適合するような、手ごろな価格で販売できる製品を設計したらどうかということになり、新製  

品に結びついた。   

このように、国内市場においての新しい需要を探した結果、食品業界や薬品関係といったサニ  

タリー系へも事業拡張するべく、一昨年くらいから開発を始めた。その結果、2013年の9月  

から6種類の新製品が発売となった。   

■今後の市場成長性   

食品、医療、化粧品やその他のサニタリー性、洗浄性が求められる業界において、これまでス  

テンレス製マグネットポンプの取り扱いがなかった。そのため、新製品の市場成長性は非常に高  

いと考えている。   

■新商品の製作依頼  

基本的にはサニタリー設備を製作しているメーカーから、仕様の固まった注文がくることが多  
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い。商社を通じて注文がくることもある。   

他に展示会に出展している。展示会によってニーズが違うので、出品する内容は変えている。  

新商品が物珍しいので、レンタル商品として用意していたものが半分以上出て、皆さんに試しに  

使っていもらっているような状況である。  

■迅速な顧客対応   

製作期間は本社で開発し、工場でひとつひとつのオー  

ダーに対応して、一週間～二週間を基本として受注生産  

しているが、至急の場合には、もちろん即日対応もして  

いる。東北や九州など、日本各地から注文がある。近隣  

諸国などから受注することもある。直接輸出することも  

あり、それは30％くらいだ。メーカー経由で海外へ送  

られるものもあり、それを入れるともっと増える。搬送  

経路について、直接大阪から福知山だとすぐやり取りが  

できるのですが、上海から新潟、新潟から舞鶴という経路になると、4日間ほどかかってしまう  

ので不便に感じます。せっかく近くに港があるのですから、わざわざ遠回りしないよう、改善が  

必要だと思う。   

‾コストの面   

今回、顧客から食品系に使えるようにと言われたが、医薬品にも使える高品質な仕様にしたの  

で、やはりコストがかかりすぎてしまった。そこで、シールポンプの価格と同等とはいかないま  

でも、できる限り低コストとなるように試行錯誤しました。新しいものに変えませんか？と積極  

的な売り込みをしている。   

■情報共有   

社内でのミーティングは過1回行っている。以前は、工程の見直しが2週間に1回だったが、  

1週間に1回にすることで改善が進むようになった。作業効率が悪くなることもあるが、最初に  

問題点をつぶしていくことが、後々の作業をスムーズにすすめるためには重要である。   

掟案活動や啓発活動などは、長い歴史の中でずっと続けてきていることであるので、今やって  

いることを壊して新しくしてみよう、新しくやっていることを見直して違うことを試してみよう、  

という取り組みは得意としている。なので、こんなサイズのものは作れるか？など、現場のほう  

では日々対応に追われている。   

■品質管理   

品質チェックは、社内で工程などが決められている。開発当初より、ここはこういう品質でいく  

と決めて、あとは製作しながら問題点の解決を逐一行っている。品質管理部門という部署でとりま  

とめている。  
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■省エネ環境への配慮   

環境への配慮においては、時代の流れで考え方も変え  

ていく必要があると考える。使用する機器には配慮する  

よう心がけている。省エネについては、以前は電気使用 －  

量が目標数値を超えるとアラームがなるようにしていた  

こともあったが、補助金で設備を高効率品に変えたり、  

LEDに変えるなどすることにより効率がよくなったた  

め、現在は数値をとることはしておらず、経費にしめる  

割合も、かなり減少している。   

■特許への対応   

特許については、以前は取得していたが、現在は積極的には取得していない。2008年にI  

SO9001を取得している。現実には、海外で製品がまねされることもある。しかし、商品が  

真似されても、次々進んでいこう、という経営者の方針なので、あまり騒いだりはしない。   

■技術向上への取り組み   

技術者の技能レベルの向上について、外部の資格試験を利用している。溶接技術など現場で必  

要な資格から、環境に関するものなど、通常のルーティンの業務だけでない、さまざまな資格に  

チャレンジするよう自己啓発に取り組んでもらっている。事務方にもお願いしている。   

■他社との連携   

他社との連携は時期やニーズが合えばすることもある。過去に、一つのオーダーに対してお互  

いのよい部分を出して、モノを作ったこともある。一般消耗品のように同じ商品を沢山作るよう  

な会社ではなく、お客様の要求に合わせて一品一品作っている会社なので、なかなか一般の人の  

目に留まることがないが、お話があれば、積極的に取り組んでいる。  

5地元地域とも強い絆   

京都工場従業員の9割が福知山在住で、ほかは綾部、舞鶴、丹波市など近隣在住者。新卒を含  

め地元採用者が多い。  

6当社のモットー   

我々が、お納めする製品で、お客様の満足を得、更に我々の世界を広める。   

■当社の経営理念：  

「世の中の役に立つ素晴らしい製品で、私たちの世界を広げよう」   

訪問日：11月12日10：00～16：30 訪問先：≡和ハイドロテック㈱  

面談者：京都工場工場長小野裕屈・製造漂・資材課課長森永康嗣  
訪問者：センター長 福田利治水嶋英雄・農林商工部次長兼産業立地課長  星章  
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核心のオンリーワン技術のTHSリング多種多様の金属薄板バネ部品を短納期・迅速対応  

株式会社大洋発候製作所 宝器芸公言ジョウ  

TEL  長田野工場：0773－27－2901（代）本社：06－6746－2288（代）  

E－mail  info＠taiyo－Spring．co．jp   

URL  http：／／www．taiyo－Spring．co．jp／   

所在地  
本  社：大阪府東大阪市長田東4－3－29  

長田野工場：京都府福知山市長田野町1－13   

代表者  橋本大介   

従業員  男：89名 女：35名 計124名   

主要製品  スナップリング・THSリング・その他各種薄板ばね   

製造内容及び得意   金型設計・製作、プレス、熱処理、研磨、表面処理の一貫生産   

技術  精密プレス加工   

ひとあじ違う  

マーケテイング等  
多種多様の部品を短納期・迅速対応   

資格・特殊技能・  金属プレス加工技能士、金属熱処理技能士、乙種4類危険物取   
特許等  扱者など   

経営理念  
顧客と一緒に考え、様々な仕様の薄板バネ・プレス部品を  

スピーディに供給して顧客価値の基礎を創造する。   

主な機械設備   

名 称   能 力  メーカー  台数  名 称   能 力   メーカー  台数   

プレス機   40t－125t   アイシス   10  放電加工機  三菱電機他   5   

プレス機   75t－160t   アイダ   8  研削盤  和井田他   

プレス機   30t－250t   アマダ他   25  熱処理炉  オリエンタル他   9   

フォーミング機  ピーラー他   20  表面処理  新来等   14   

マシニングセンター  OKK他   2  測定器  ミツトヨ等   26   

沿革  
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顧客と一緒に考え、  

様々な仕様の  

薄板バネ・プレス部品を  

スピーディに供給して  

顧客価値の基礎を創造する  

■オンリーワン製品もしっかりと   

当社の主要製品は、スナップリング、THSリング、その他の各種薄板ばねで、保有する  

金型設計・製作、プレスやフォーミング、熱処理、表面処理などの技術を磨き、次世代に伝  

承しグローバル企業として顧客満足度の向上を図っている。このうち、THSリングはオン  

リーワン製品である。   

稔生産・販売額の70％を占める自動車関連製品は、各種バンド、ミラー、ステアリン  

グ、コンプレッサー、ランプ、軸受・止め輪関係の各部品、10％を占める弱電関連はHD  

D向け各部品、12％を占める住宅関連は継手部品、ガス用バンドなど広範囲に及び、毎月  

800～900種類の部品を製造販売している。   

■先達の大きな功績   

技術的なことで苦労したことに関して、オン  

リーワンの商品を確立した経緯や結果につい  

て、52，3年当時に先達が止め輪の解析をし  

て、THSタイプの止め輪開発を計算式に基づ  

いて設計、圧縮解析をして、切りカギ深さやそ  

の位置を決め、材料歩留り向上を考えながら製  

作した。また、バネ技術の集大成として「バネ  

のつぶやき」という本を作り、それにのっとり  

1点1点立ち上げて、既存止め輪に対して比較  

して、追いつかないところは、再解析をして試作・検証をして製品化していったととのこと  

である。   

当社の直接の顧客であるアツセンブルメーカー。たとえばシートメーカーであったり、ミ  

ラー関係であったり、ヘッドランプとかルームランプのランプメーカー、コンプレッサーの  

メーカー、ベアリングメーカー、いろんなメーカーがある。そのなかで 見積もりや、技術  

的な打合せを当社の営業と技術が一緒になって顧客に行って打合せをして試作をしながら、  
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評価をもらい、なにが足りないものがあるのか検討している。たとえばクランプカが足らな  

いとか、繰り返しトルクが足らないとかといったことを検証しながら立ち上げていく。その  

ために試作からというのがある。   

■技術蓄積の違い   

製品差別化や研修体制について、それはどこの会社でも似たよったものである。ただ蓄積  

している技術力がどれくらいあるか無いかによって差が出てくるのではないか。やっている  

ことはどのメーカーも一緒である。ただ 解析能力や技術の蓄積で差が出てくる。  

経験がどれくらい深いかということである。類似商品でいろんなアイテムが来た時に、その  

差が出てくるのではないかと考えている。   

■短納期でニーズに対応   

納期についてはスピーディに対応して、大体試作で1週間くらいである。材料の手当から  

最終仕上げまでで平均リードタイムとすれば1週間くらいの納期である。長くて10日まで  

である。   

金型の製作に関するものは、簡単な抜型とか曲げ型であれば顧客の要望で大体1か月くらいで  

ある。トライ・金型完成も製品のサンプル含めて大体1か月、絞りものの難しいのになると、大  

体2か月位で対応している。それくらいで対応しないと顧客は話に乗らないとしている。   

それでも短納期でと顧客が言った場合は、部品を分解して、当社だけではできないので協  

力会社全部に部品製作依頼している。そして部品を集めて1個の金型に集約している。   

たとえば、当社で全部つくれば1か月かかるものを顧客は20日でと言う場合、部品図を  

協力会社に渡し協力体制で納期を短縮することなどで、顧客ニーズに対応している。   

■機械設備は汎用機   

オンリーワンで行こう思えば工作機械を変え  

ていくことになる。しかし当社では汎用機であ  

る。つまり打ち抜きにしても曲げにしても何ト  

ン位かかるか、機械要素の計算をして、技術の  

方でこの磯城だったらいけるとか、金型の想定  

の中での大きさとか、何トン位かかるのか、そ  

れで汎用機に合わせて金型の大きさとかを決め  

ていく。言い換えれば、一台の機械にあう商品  

のアイテムが非常に多いので、専用機では何台  

あっても足りなくなるということである。   

■長田野工場は40年   

長田野工場も来年で40年くらいになる。今から40年前、工場の中はもうがらんどうだ  

った。隙間だらけで広い工場だったが、今は もう満杯である。  

－29－   



40年の問に設備投資を行い、今は満杯状態。空いている機械もあり、フル稼働している  

機械もある。いくつかの製品製造に関係している機械は、良くて4日、5日動いたらいいと  

いうのもいくつかある。もう古い機械になったらからといって捨てるわけにはいかない。   

■社員教育   

人材育成について、工業センターで毎年、新  

入社員を対象にした社員数育があるので、参画  

させている。それと別に、仕事上での教育とい  

うのは各課単位で、1会計年度で 上期・下期  

に分け、OJTでAランクからEランクまで5  

段階評価をしている。   

例えば、金型で物作りが出来、寸法が確認出  

来、一人で加工できれば一人前。ただ金型は付  

けられないが、付いた金型の稼働が出来、寸法  

測定も出来ればBランク、何もかも全てできたらAランクとしている。そういうに格付をし  

て今、評価をしている。   

金属プレス加工技能士、金属熱処理技能士等を取得するよう指導している。また外部講習  

にも参加させている。   

■外国人社員も採用   

今、日本の大学に海外からの留学が非常に多くなっている。それは、やはり日本で就職し  

て、生産や技術や製造管理などを学び、日本の雇用体系のところでなんとか就職したいと考  

えるからである。   

その後、自分の国に帰ってそれを生かした形で現地に勤めたいいう思考が特に強いのであ  

る。当社にもベトナムの人で、ハノイで高校卒業して2年間日本語の専門学校へ通い、日本  

へ留学して日本語の専門学校へ3年間行って、今度大学へ進学する人が来ている。   

以前なら日本の大学へ留学し卒業すると同時に自分・の国に帰ったが、最近は帰らない。   

現地に工場を建てた場合、その人をリーダーに持っていけば日本の考え方も理解している  

ので、企業が現地展開するときにものすごく有利になる。ほかにも去年営業で中国の人を2  

人、今年はベトナムの技術系の人を1人採用している。日本で採用して4，5年経ったらベ  

トナム工場へ戻す計画である。当社は、異文化交流のようなことをして、ワングループでコ  

ミニケーションを図るようにしている。   

■高エネルギーコストが大きな課題   

海外の工場に増産設備を設けて、現地で生産をするというところが主流になってきてい  

る。当社は、生産を海外に移しても、同じ商品・サイズを海外と国内に分けることはない。  
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海外移管すればそのサイズは全部移管する。日本はコスト高なのでコストダウンできないの  

で、量のある製品は海外へ移管して最大限のコスト効果を狙う。逆に、少ない製品で、海外  

移管してもコスト効果を埋めそうにないのは国内で製造する。操業を落とさない範囲内で、  

どういう形にしたらコスト軽減につながるようなことができるのか模索している。   

■国内市場に90％以上   

長田野工場の稔生産額の9％弱がベトナムとタイに輸出しているが、90％以上は国内向け  

に出荷し消費されている。外国の自動車メーカーに直接売り込むということはない。当社製  

品は必ずどこかのパーツになるので、当社が直接自動車メーカーに売ることはない。   

今後、国内市場は伸び悩むので、海外で稼いだ金を運用し利益を出していくことが課題で  

ある。つまり、中小企業は現地へ持って行くのかというところで行ける会社と行けない会社  

ができてくる中で利益を追求していこうとすれば一定の売上ベースは要るので、やはり海外  

での仕事を行うことも視野に入れている。   

毎期、「会社方針」に基づき、品質保証課において  

「部門方針」を策定し、これにより毎月開催する品質向  

上会議、品質会議において、品質にまつわる懸案事項や  

環境影響調査などの対応を行っている。   

■特許について   

特許や実用新案については、昭和50年にTHSスナ  

ップリングの開発のパテントを取得した。ほかに、フレ  

ックスカバーの開発で竹の子バネというものを製法特許  

で取得した。  

福知山市、福知山商工会議所の「企業交流会」による地元企業との交流や地元企業への発  

注など地元生産活動に寄与している。   

少子高齢化による内需減退・ASEAN諸国の台頭による現地生産拡大の経済状況のなか  

で、ASEANの成長マーケットを取り込み、また現地生産メ1）ットを多面的に追及し、国  

内及び海外の顧客拡大と生産原価低減を図り、新たな企業成長を目指す。   

訪問日：11月18日13：00～16：00 訪問先：㈱大さ羊発條製作所  

面談者：長田野工場生産部部長桐村文相 訪問者：センター長 福田利治水嶋英雄  
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多様なニーズに幅広く対応！新製品六角レンチスタンド特許取得  

E－mail  t－iw＠estate．ocn．ne．jp   

URL  http：／／www7．ocn．ne．jprt－iw／   

所在地（本社）  京都府福知山市字堀下高田2381番地   

代表者  塚口 智   

従業員  男：7名 女：2名 計：9名   

主に金属の工作技術を持ち、一般産業機械及び部品などの設計製作を  
主要製品  行っています。平成22年よりインターネットサイトにて六角レンチ  

スタンド及び六角ピットの製造販売をしております   

製品及び機械加工から設計まで一貫して行っています。  
製造内容及び得意 技術       今ではその経験を生かしさまざまな生産現場を助けるサービス  

を行っております   

マーケテイング等  
生産現場がお客様   

製品は、買う身になって作る   

主な機械設備   

名 称   能 力  メーカー  台数  名 称   能 力   メーカー  台数   

マニシングセンタ  Mazak   6  平面研削盤  Wasino他   2   

フライス盤  オオクマ他   3  プレス  Amada他   2   

旋盤  Mazak他   7  溶接機  DAIHEN他   9   

放電加工機  ジャバックス   2  切断機  Amada他   8   

大正12年（1923年）  塚口鉄工所創業   

昭和24年（1949年）   セメント瓦・焼瓦の金型・型枠製作   

昭和44年（1969年）   80l、ンプレスセメント瓦製造設備のセット製作   

昭和49年（1974年）   有限会社塚口鉄工所設立   

平成6年（1994年）   高速自動巻取り・巻返し機製作   

平成15年（2003年）   ミートボール成型機製作   

平成22年（2010年）   六角レンチスタンド・六角ビット製作   
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製品は、買う身になって作る  

1し弓Ⅹ⊥  こ塚口智  

当社は、金属・樹脂の工作技術を持ち、多品種少量、部品1個から設備機械の開発に至  

るまで、対応することが可能である。   

■生産現場がお客様   

発注元のより効率的な作業・より高い品質を  

実現するため、生産の現場へ機械・部品・治具  

等を供給している。  

■要求は多種多様  

大手メーカーをはじめ、顧客から要求される  

技術は多種多様にわたる。生産技術の現場、設  

備管理の現場での様々な要求に対し確実に応え  

ている。   

■成型機は当社製  

有名な食品メーカーから、どうしてもうまく成型できなくて因っている話が舞い込ん  

だ。社長がアイデアを出して試したところ、うまくいった。  

－33－   



2003年には当社社長が設計製作した成型機を試すと驚くほどうまくいき、現在も順調に  

動いている。   

それ以来この食品会社が持つ3つの工場には、全て当社の成型機が使われている。   

■他社とは違う、技術が一番   

ある時、発注元に「技術と価格、どちらを選びますか？」と訊ねたことがある。  

「もちろん安くて良い品が一番である」と言われるが、当社は価格で競争するのではな  

く、技術を買ってほしいのである。他社にはない、それだけの高い技術と自信が当社には  

有る。確実な品物を作り、無理な納期に答える事も大切な技術の一つであると考えてい  

る。   

■特許取得、期待の新製品六角レンチ・ビットスタンド開発   

現場で使っている方は感じていると思うが、六  

角レンチ、六角ビットには大小様々なサイズがあ  

り、使う時々にサイズの合ったものを探し出すこ  

とは大変困難である。   

原因は、サイズごとに一旦は整理しても、何人  

かで使っているうちにバラバラになってしまうか  

らである。  

「なにか良い整理方法はないか」ずっと考えてい  

たところで、このスタンドの開発に繋がった。   

これなら、どのサイズも一目瞭然であり、しか  

も片手で出し入れができる。収納も簡単、スタン  

ドをそのまま見えるところに置くだけである。当  

社の金属加工技術を以ってして製作できたもので  

あり次の製品も検討している。国内特許取得済、  

さらにはPCT国際出願中である。   

現在はウェブサイトでの宣伝・販売を試みてい  

る。  

■ロボットを作りたい   

ずっと持ち続けている夢がある。いつかは当社の技術でロボットを作りたい。  

六角レンチスタンドの事業がロボット開発の足がかりになればと思っている。  
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3新しい市場やユーザー顧客  

■他社がやらないところをやる  

顧客が面倒なことを言ってくる事も多い。納  

期であったり技術であったり。そんな時でも、  

できるだけ要望に応えていくことが、当社の価  

値だと考えている。  

■休日の対応  

「明日ほしい」と電話がかかってきたら、休日でもできる限り対応している。盆・正月に  

対応していることも多い。   

■特許への対応   

食品メーカーの成型機を製作したときもそうであったが、アイデアを出したのは当社社  

長である。特許申請の詰もいくつかあったが断った。  

「自分は食品メーカーから頼まれて一生懸命作っただけである。主役は発注元である食品  

メーカーなのだから」と意に介さない。   

ものづくり一筋の社長らしい逸話である。   

■人材教育   

この業界は特に「人材を育てる」のが難し  

い。何もつかめずに去っていく者も少なくな  

い。お客様の様々な要求に対応しかつ新たな事  

業を行っていくためには、人材も色々な事がで  

きる人を育てて行く必要がある。   

現在は、仕事を安心して任せられる人材が育  

つよう進めており、それに向けてみんなで努力  

している。  

「人材を育てる」のは長い時間がかかることを痛切に感じている。  
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オンリーワンの溶接材料製造設備。海外ネットワーク構築の先駆社  

fhi＠fhi－eng．CO．jp   

http：／／www．fhi－eng．CO．jp   

京都府福知山市字堀1965番地の2   

男：23名 女：2名 計：25名   

溶接材料製造設備製作 省力化・自動化設備製作   

製造内容及び得意   弊社の溶接材料製造装置は世界中で使われており、高い品質・   

技術  メンテナンスの簡略化・耐久性能において高評価を受けている   

ひとあじ違う  日本国内の自動化設備だけではなく、人件費の高騰や労働力不足   

マーケテイング等  になる中国での新しい至上に向けてグローバルな営業活動を行う   

資格・特殊技能・  フォークリフトクレーン・溶接の加工組立に必要な資格を持った社員が   

特許等  多数おり、短納期でありながら高品質な製品作りに徹底している   

経営理念  設計から製作まで一貫体制で高性能設備を製造   

主な機械設備   

名 称   能 力  メーカー  台数  名 称   能 力   メーカー  台数   

五面加工機   3750×6000   三菱重工   口  油圧プレス  2   

中ぐり盤  タラキ   シャーリング  

フライス盤  3  溶接機  6   

旋盤  3  

昭和18年（1943年）  設立。軍需物資を生産。   

昭和35年（1974年）  溶接棒製造設備を開発。   

昭和48年（1977年）   FCW製造設備の生産。   

平成 7年（1995年）   韓国ソウル事務所設立。   

平成12年（2000年）   中国上海事務所設立。   

平成18年（2006年）   （株）FHIエンジニアリング設立。ストックホルム（スウェーデン）事務所設立。   

平成19年（2007年）   太陽光発電事業に参入。   

．平成24年（2012年）   中国に福知山（蘇州）機械有限公司設立。   
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」  

凄材料関係では、国内の大手鉄鋼メーカーをはじめ、広く世界各国に販売しており、世界シェア  

のかなりの部分を占めている。特に、高品質の溶接ワイヤーを作っている会社では、ほぼ当社の  

製造機械で作られている状況である。それ以外の機械設備では、太陽光発電用パネル関係、ガラ  

ス研磨関係、タイヤ関係、コンベアライン関係など広範囲に販売しており、取引先各社の省力  

化・自動化に貢献している。   

■当社のウリ、それは社内一貫生産   

製作はすべて受注製作である。その際、設計から部品加工、そして組み立て、納品まで、すべ  

て社内でできる体制をとっている。協力会社を使うこともあるが、やはり高品質のものをつくる  

となると、社内での体制を整えておかないと、チェック体制も機能せず、高品質、高性能、ま  

た、短納期のものはできない。そこで社内一貫生産体制を構築し、品質・性能と短納期の確保を  

行っている。20～30mもの大型の機械設備も得意として、社内で組み立てるということもし  

ている。   

また取引先の業界を選んでいないということも大きな特徴である。それにより、ある業界の技  

術だけではなく、他の業界の技術をも応用できることが可能となり、その業界になかった、新し  

い技術で顧客に提案できるというのが、一番のメリットとなる。   

このように社内一貫生産体制とさまざまな業界との付き合いがあるというのが、顧客が当社を  

選ぶ、大きな理由の一つとなっている。   

■オンリーワンの溶接材料の製造設備   

溶接材料の製造設備について、日本国内で一連の設  

備ができる会社は、当社のみである。そのことによ  

り、日本国内では、溶接材料をつくっている会社か  

ら、すべて当社に仕事の話が入ってくる。   

ではなぜ当社だけがこの製造設備を作っているの  

か。それはものすごく市場が小さいからである。日本  

国内で溶接材料を作っているメーカーは、大手が2  

社、中小企業をあわせても、現在10社くらいであ  
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る。また50年前に製造された機械も、今も現役で稼働しており、一度製造設備をつくると、毎  

年更新するというような需要もなく、年間に数台出るかどうかいうくらいの小さな市場である。  

大手の設備メーカーは、やはり、市場があまり小さくなると参入しにくいということもあり、日  

本国内では当社だけということである。   

また当社は、1960年代から溶接棒製造設備の開発・販売を行っており、いろいろなメンテ  

ナンスをしていたので、長年にわたるノウハウ蓄積の歴史があり、そういうところから、国内の  

大手企業や海外の企業からも、借用を得ていると思われる。   

■広く世界を視野に入れ、海外進出   

国内の製造業は、大手の企業が既に海外に進出しており、当社の業界の国内仕事量は減少傾向  

にある。それに加えて、数年前にかなりの円高になったことにより大きな経営判断を下した。そ  

れは顧客の海外進出による海外需要に応えることと円高のリスク回避ということから、昨年、中  

国に生産工場を作ったのである。また、溶接材料関係は、世界各国から引き合いがあるので、既  

に海外の営業所を設立してきている。1995年の韓国ソウルの営業所を最初に、中国上海、ス  

ウェーデンのストックホルム、タイのバンコクなど営業所をおき、海外からの引き合いについて  

もスムーズに対応できるようにしている。製造拠点は、日本と中国の2ケ所で行っている。   

しかし、大手企業の海外進出について行き、海外に進出したからといって、その企業が変わら  

ずこちらに仕事を回してくれるかといえば、そうではない。コスト環境も厳しく、製品によって  

は中国のローカル企業と比較もされるのである。非常に厳しい状況であるが、進出したからに  

は、既存の取引先以外、日系企業以外にも、中国などのローカル企業とも商売を広げるべく努力  

している。コスト競争だけにとらわれないようにしていこうと奮闘中である。現在、日本から3  

名のスタッフが常駐して、中国現地スタッフを指導し、技術力の向上を図っている。簡単に技術  

力が向上するわけではないが、設備の中でも、技術力の必要な部分と、そうでない部分とがある  

ので、技術力の必要でない部分などを担当させている。そうすることで、コストを抑えている。   

国内で使用する製品でも、中国で作ったり、臨機応変である。   

■技術・品質は最高   

当社は、20年ほど前、中国に溶接設備を納めたことがあるが、一台売ると、あとはコピーさ  

れたことがある。技術の高い設備を欲しがり、何とか同じようなものをつくろうとしたのであ  

る。しかし、コピーして同じものがつくれるかとい  

えば、そうではない。当社は、社内で加工と組み立  

てをしている。設備には、ものすごく重要な部分、  

いわゆる職人技でないとできない部分というのがあ  

るので、そこは真似できない。設備の見た目は何と  

なく同じように見えるが、溶接設備というのは、当  

社の設備でつくられたものと、コピーされたものと  

では、品質は違うというところがある。韓国でも同  

じようなことがあったが、やがて品質が重視される  

ようになり、現在は高くても品質の良いものが欲し  
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いということで、すべて当社の製品を買うようになった。国の経済状況が良くなってくると、品  

質の良いものが要求されるようになってくる。中国もいずれそうなると思っている。   

当社は、常に改造・改良を加えている。設備は5年も経つと品質が改良され、生産性も向上す  

る。しかしコピー機械は、その時点で止まったままである。そうなるとコピーの製品ではなく  

て、いい製品が欲しいとなってくる。今はコピー機械の品質の良くないワイヤーでも売れている  

が、徐々に良い品質のものが重視される。そうなると、コピー機ではできないので、当社の設備  

が必要になる、そういう時代が必ず来ると確信している。市場が当社の設備を必要としてくれる  

状況になるまで待つ考えである。それまでに、生産性を上げ、品質を良くするなどのレベル向上  

の研究開発をしている。   

ヨーロッパでも溶接材料のメーカーは何社もあり、ドイツの設備やイタリアの設備というのも  

あったが、当社の設備のほうが品質が良かったので、ヨーロッパにも当社の設備が販売できたの  

である。   

当社は、国内外の一流メーカーに製品を納めているので、それぞれのメーカーから情報が聞け  

る。その情報を使って、新しい溶接材料の研究開発が進められる。そういうところでライバル会  

社との差をつけることができ、品質のよさにも結びついたと思われる。それは、昔からのネット  

ワーク、人脈があったからこそである。   

現在、売り上げを見れば、海外が60％を占めている。   

■品質の向上・維持   

品質レベルを上げるというのは大変である。特に社内だけでやっていると、技術も設計もマン  

ネリ化してしまう。そこで当社は、京都府や舞鶴工業高等専門学校などとタイアップしながら技  

術開発や試作などもしている。社内の技術者たちだけだと、いつの問にか考え方が既存のものに  

収束して、新しいことに結びつかなくなってしまう。そこで、補助金も活用し、いろいろな先生  

からアドバイスを受けたりしている。   

品質の維持として、溶接材料では、いかに均一性のとれたものをつくるか、ということが重要  

になる。生産設備によって、均一性がとれないということになると、問題が出てくる。均一一性を  

とるために日々研究開発している。そのための研究開発する部署・チームもある。   

■情報共有を徹底   

品質管理関係については品質管理部がある。品質をないがしろにすると、一気に借用失墜につ  

ながってしまう。また品質が中途半端になってくると、コピー製品で埋まってしまう可能性があ  

る。当社は高品質をうりにしているので、そこは厳格に管理している。品質管理部で受けたクレ  

ームの内容とその対応については、取締役まで入ってくる。対応の速度もそうだが、その担当だ  

けで止めてしまうと、対応が甘くなってしまう。次から注意しようでは、また同じことの繰り返  

しになってしまうと考えている。そこで、こういう情報はトップまで入るようにしている。   

■高品質と短納期が重要   

業界を選ばず短納期を実現することを目標にしている。ここ5年くらいで産業設備を更新し、  

いかに高品質を短納期で提供するかに取り組んでいる。それは両方できないと、今後、仕事にな  

らないと思っているからである。4、5年前までは、通常どおりに受注し生産していたが、リー  
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マンショック以来、仕事が非常に少なくなり、特に短納期重視でやってきた。   

短納期の実現の取組みのためには、社内の意識改革が重要である。社内に製造部がある。通常  

はニケ月かかるものでも、「今時はニケ月もかかっていたら、仕事がなくなる。何が何でも一ケ  

月で作ってしまうように。」そこまでトップが指示する。ではそのために何をしたらよいのか、  

という後のことについては、現場の社員一人ひとりに考えさせている。助言指示はトップがする  

が、それによって、社員が工程を再度見直していくようにしている。   

■顧客と共同開発   

溶接材料以外の一般産業関係では、顧客と共同開発をしている。顧客と当社の設計担当者で技  

術協力しながら取り組んでいる。当社の設計担当士は、常にいろいろな産業設備の設計をしてい  

るので、多少困難と思われる新しいものでも、これまでの経験技術を生かして、無理といいなが  

らも取り組んできた。そういうことが顧客と共同開発するベースとなっている。   

現在、売上を見れば、溶接材料は4剖、一般産業では6割となっている。   

■特許について   

過去に特許を取得したことはあるが、取得してもコピーされ  

るので、今は全く特許は取得せず、5年ほどで新技術を入れる  

などして、コピーされても追いつかれないようにしている。特  

許の維持費をかけてもコピーされるということなのであれば、  

特許の維持費用を研究開発費に回そうということでやってい  
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5地元地域とも強い絆  
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当社の設備は、地元に限っているわけではないので、特に多いというわけではないが、長田野  

工業団地企業と取引がある。協力会社は地元企業である。   

雇用は地元が多い。必要な材料の仕入先は、市内、市外に限っておらず、数社から見積もりを  

とり仕入れており、福知山、綾部、舞鶴、神戸など多岐に渡るが、一番多いのは福知山である。  

■社長の苦労話  

リーマンショックの時は、本当に苦労した。仕事量は激減し、売上は半分以下になってしまっ  

た。仕事がない中、社員を維持していくのは非常に大変なことであった。その状況で、今まで取  

引がなかったいろいろな分野の顧客にも広げていった。今後も、取引先を増やす取り組みとし  

て、調査に出向き、顧客の情報を聞きながら取引を増やしていくことや、京都府などが主催する  

商談会に行くことを繰り返しながら取引先を増やしていこうと努力している。  

■今後の展開   

国内の製造業というのは、どんどん市場が縮小している。その対応のために中国工場を作った  

ということもある。一年経つが、まだまだ主力として稼働しているかといえばそうではない。日  

本からの支援をたくさん出さないと対応できないという状況である。課題は日本国内の産業設備  

をやっていく中で、社内の雇用を維持していくために、顧客の新規開拓と、中国工場を技術的に  

独立させることだと思っている。  

訪問日 □1一［1（・（（ ＝40／訪問先＝福知山虹業㈱／面談者＝億取締役社長中本宏樹／甜   長福田利治・水嶋英雄・農林商工部次長兼産業立地課長超止晃章l  
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斬新なメンテナンス。循環型社会の新製品「福風」「ねぎ根洗浄機」開発  

0773－33－4311  

m．toru＠maehashi－kougyou．jp   

http：／／maehashi－kougyou．jp／   

福知山市字上小田473番地の1   

男：20名 女：2名 計：22名   

砕石プラント・一般産業用機械装置・各種コンベヤ等の設計、製造、  

据付、修理、メンテナンス等が本業   

電動機で回転する機械の設計製作が得意  
製造内容及び得意 技術       溶接・溶断・機械加工等金属加工の専門技術を中心に、一貫し  

た加工能力で素早くお客様のご要望にお答えできる。   

ひとあじ違う  装置などの他にも、なんでも作れる強みがある。今後の目標と   

マーケテイング等  して農家や個人向けの需要にもチャレンジしている。   

資格・特殊技能・  業務上に必要な資格は社員が有している。有効特許も2件また   
特許等  申請中も2件ある   

キャッチコピー  
砕石プラントや機械などのものづくりを通して、幸福で豊かな  

社会づくりに、深く貢献することを目指す。   

主な機械設備   

名 称   能 力  メーカー  台数  名 称   能 力   メーカー  台数   

天井クレン   15T＋5T   三菱   1  マシニン   1500mm   OKK   

同上   2，8T  三菱他   7  旋盤   1500mm   富士他   4   

シヤー   12ミリ  コマツ   1  塗装プー   4500W  

プレス   200T  コマツ   1  溶凍機   300A   バナソ他   15   

ノコ盤   300ミリ  アマダ他   2  トラック   ユニック   いすず   2   

沿革  
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砕石プラントや機械などの  

ものづくりを通して、  

幸福で豊かな社会づくりに、  

深く貢献することを目指す。  

取締役営業如声 前七巨ヰf士民  代表甲出処 霊墟徴氏  

当社は、西日本を中心に砂利・砕石・リサイクル骨材生産プラント・一般産業用機械装置・各  

種コンベア等の設計、製造、据付、修理、メンテナンスを主要製品業務としている。   

電動機で回転する機械の設計製作が得意としており、溶接・溶断・機械加工等金属加工の専門  

技術を中心に一貫した加工能力で顧客のニーズに素早く対応している。   

■創業時からの経緯   

創業時は個人経営であり、コンクリートマシンや  

造船部品、鉄骨建築など建築以外は下請けが多かっ  

た。  

1977年頃から砕石プラントの設計も行い、1  

985年頃には砕石プラントメーカーになった。   

一般産業用機械については、コンベア関係の設計  

製作はすべてに対応できる。ラインなどの輸送機に  
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ついても顧客のニーズに合わせて設計している0  ■けi  

■他社との差別化   

叩仁ヨ堅］…＝」1ア  
それは、メンテナンス対応性が違うということで  

ある。ものづくりの立場からすれば、製造したもの   

に責任を持たなければならない。メンテナンスは当 j■  

社が行うことになるが、その際対応が困難になれば  

顧客に多大な迷惑をかけることとなる。その考えか  

らメンテナンスが可能な技術を磨いてきた。つまり  

メンテナンスの際にメンテナンスしやすい構造にす  

るのが基本となっている。そういうものづくりが大  

事であると思っている。   

メンテナンスでよくあるのは「修理したいところが見えない。」ということである。そこで、  

内部を見えるようにし、すぐに部品を取り替えられるようにするなどといったことをしている。  
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つまり「修理部門の見える化」で、これは当社の理念ともなっている。   

■顧客対応も万全   

毎月訪問している顧客や、不定期で事前連絡によ  

る顧客など多様であるが、突然の顧客ニーズにも対  

応している。  

■新製品の開発に強い意欲   

以前、循環型社会研究会という有志の勉強会で、  

将来循環型社会に必要なものを作ろうということに  

なり、当社は風車（小型風力発電機）を作ることに  

なった。   

当社の戦略として、「陸上の人の住んでいる区域  

であれば場所はいくらでもある。売電ではなく自家  

使用として、変換なしに蓄電したままの電圧をその  

まま使えば、かなり風力で賄える。」との考えであ  

る。   

以来、風車の試作実験を行ってきており、福知山の福で「福風」という意匠登録もしている。  

この間、風車には樹脂を使ったり、アルミを使ったり、電気を使ったりと、新しい分野に入れば  

技術的な課  と出て、それらに取り組むこととなり、色々と勉強になったとしてい  

。それらが解決すれば、本業の鉄骨の業務の中に技術として取り入れ  

られるので、メリットは大きいとしている。   

多くの風車は揚力式であるのに対し、「福風」は効力式で回るため昔  

ミ静かでゆっくりと回るのが特徴で、人にも地球にも優しい風車であ  

。また羽根はどんな形にもできることからモニュメント性が高いもの  

となっている。  ．
耳
・
、
†
 
 

販売には至っていないが、風車の一機種にヘルメット風車という新し  

、ものがある。これは、発電機にフレームがそのまま回転する構造であ  

Jる。これは機械部品が無いので、壊れることが無い。壊れないので、メ  

ンテナンスも不要となり、コストが安くなる。そうすると床面積に対し  

て、メンテナンス効率はプロペラを超える。そういう意味で将来性があ  

るとみている。   

青も出さずにゆっくり回るという特徴をもって、プロペラは置けない  
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が風車は置けるという差別化を狙っている。今までにない風車を作ろうという発想が元にある。  

ゆっくり回って発電効率のよい発電機がまだないので、大学教授と発電機の共同研究開発をして  

いる。   

また農家から相談があり、人の10倍早くねぎ根  

を丸洗いできる、「ねぎ根洗浄機」を開発した。  

循環型社会研究会はいろいろな経営者が集まり、5  

年ぐらいで解散したが、今も各企業で連携をとって  

いる。研究会で作ったいろいろな物は今も生きてい  

る。   

今後更に大学と製品の共同研究開発をしていきた  

いと考えている。それが当社の一つの役割と考えて  

いる。そういうことを通じて、当社の製品に繋げていき、すぐ相談できるような関係になれば、  

いろんな仕事が広がって行くとしている。   

■ニーズへの機敏な対応   

当社の方針は、ニーズがあればとりあえず作って  

みるということである。そこから次の課題が見えて  

くる。そこに未知の技術分野があり、課題を超えれ  

ば新しい特許商品が生まれてくる。どこにもない、  

ものづくりを第一にして、今後の成長分野への進出  

を目指すという考えである。  

風車は、クリーンエネルギーの代表格である。当社の風車  

は人と一緒に存在できる風車にしたいと考えている。回転が  

ゆっくりでも発電し、人の役に立つ風車を目指しており、実  

現すれば市場は無尽蔵にあるとしている。このメンテナンス  

フリーの風車で多様なニーズにも対応できると考えている。  

また、ねぎ根洗浄機試験モデルは既に農家に渡してあり、今  

後の目標として、個人事業や農家向けにこれからの販売モデ  

ルを作成している段階である。  
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■新規業界を開拓  

当社の成長のため、砕石関連の建設業界以外の新規業界の顧客獲得にも力を入れている。医療、  

自動車など、景気に左右されない顧客の獲得に努めている。   

「福風」、「ねぎ根洗浄機」とも、特許申請をしている。   

■技術継承   

熟練経験者がやめられると技術継承が出来ないので、若い社員と二人一緒に仕事をするように  

している。今後とも地元採用を行っていく計画である。社員数育は、プログラムにより行ってい  

る。   

情報公開を基本とする全員参加型の経営に努めている。経費や業兢などを幹部が見ることが出  

来る。決定事項は社長独断でなく、委員会で決めている。全員参加で取り組んでいる。  

訪問日：11月19日10：00～12：00 訪問先：前橋工業㈱  
面談者：代表取締役前橋徹・取締役営業部長前橋新士  
訪問者：センター長福田利治・水嶋英雄  

国立舞竜岳工業高等専門学校副校長金山光一  
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かゆいところに辛が届く徹底対応。試作は財産。望遠鏡製品も特筆  

ユーハン工業株式会社 ユ＿ハンコウギョウ  

京都府福知山市字天田109－14  

ひと味違う  お客様に儲けていただくための、キメ細やかな支援サービスを  

マーケテイング等  お引き受けしています。  

資格・特殊技能・  機械加工工程の自動化による夜間完全無人運転ラインあり  
特許等  特許一件  

モットー（社是）  お客様にとって『なくてはならない会社』になろう！  

メーカー  台数  名 称   能 力   メーカー  台数  

1式  マシニング  16  

口  NC旋盤  9  

3  歯車測定器  

シェービング盤  3  真円度測定器  

ユーハン工業設立  

会社設立 ホーニングマシンや洗浄機などを自社開発し販売  

自動車用検査設備などを製作する  
昭和29年（1954年）  

和48年（1973  油圧歯車ポンプ、油圧パッケージの製造開始  

l星還鏡部門  

「【H和41年（1966年）  京都大学へコロナグラフ望遠鏡納入  

昭和48年（1973年）  京都大学へ75cmシュミット望遠鏡納入   

平成 2年（1990年）   兵庫県三田市へ40cmフォーク式赤道儀望遠鏡納入   

平成10年（1998年）   岩崎一彰宇宙美術館61cmKIC式望遠鏡改修   

平成14年（2002年）   2ステージ経緯台ウォッチャーボーイ製造販売   

平成17年（2005年）   同志社大学へ微粒子観測用望遠鏡納入   

」 平成18年（2006年）   宇宙航空研究開発機構へ傾斜回転赤道儀架台納入   
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お客様にとって  

『なくてはならない会社』に  

なろう！  

当社は、油圧歯車ポンプ、油圧パッケージそして、天体観測用赤道儀・経緯台を製造している。こ  

のうち、望遠鏡関係は全体の2％くらいで、主力は油圧歯車ポンプ、油圧パッケージである。   

切削、熱処理、研削、組み立て、製品最終検査まで当社で行っている。   

また、単発的ではあるが各種試作も行っている。   

■油圧歯車ポンプ、油圧パッケージ   

小型・高圧の油圧歯車ポンプを得意としている。高精度の加工技術に基づく高性能な製品を自社で  

一貫製造できることが強みである。また、デリバリーに関しては取引先から翌日納品と言われても、  

それに対応している。   

■天体望遠鏡部門   

天体望遠鏡部門では、いわゆるハイエンド機をメインに行っている。超  

高精度で天体を追尾する赤道儀や、小型で持ち運びの容易な天体撮影ユニ  

ットなど、独創的な製品開発をしている。今後はマーケテイングカを強化  

し、自社製品の優位性を客観的なデータなどで顧客にわかりやすくアピー  

ルする方法を考えていきたいとしている。   

■取引先とのお付き合い   

■  

乍有 Il  

／    てて   

当社が取引先とここまでの付き合いになるまでに、心がけてきたこと  

は、人と人とのつながりを第一に考え、顧客に当社のフアンになってもら  

うということ。これは直凄の顧客はもちろん、エンドユーザー顧客まで意  

識して、顧客の無理とも思えることにも対応してきたとしている。  

今はいろいろと技術が進んでおり、「品質が良い」とか「納期を守る」というのは、もはや当然に  

要求されることで、それが売りになることはもうないのではないか。そうなるとあとは「価格が安い  

かどうか」だけになり、価格競争に巻き込まれてしまうと考えている。そこで、当社は、顧客が面倒  

がる業務を社内に取り込んできた。顧客からの「何とかならないか？」には徹底的に応えていく。最  

終的に企業の選定するのは人間で、その担当者が「当社以外に仕事を振る」などと考えるだけでアタ  

マが痛くなるくらいまで、当社はサービスをしていかなければならないとの考えである。まさに社是  

である「お客様にとって『なくてはならない会社』になろう！」の精神である。  
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■現場の万全の対応   

全員が営業というか、現場が対応するのも営業の範囲で  

ある。取引先の営業のバックアップ体制ができていないと  

いけないと思っており、財務的には悩ましいところである  

が、在庫も持ち「明日欲しい」にも対応できるようにして  

いる。エンドユーザーには、当社の取引先の営業が掛け合  

うが、エンドユーザーからどうしても急ぎで欲しいとの要  

望があれば、その取引先からどうにかならないか？と当社  

に掛け合いがある。それを当社が残業しても納期に間に合  

わせて対応してきたのである。そういうやりとりが積み垂  

ねられることにより、取引先の営業も安心して当社の製造製品群を顧客に売り込むという良いスパイ  

ラルが構築できていくのだとの考えである。   

■取引先とはWIN－WIN問係   

取引先とはWIN－WINだ。コミュニケーションはそれぞれの部門で直接取っている。だから、  

営業さんから直接電話がかかってきたりする。フットワークが軽いので、すぐに準備に取り掛かるこ  

とができるし、すぐに発送もできる。   

■自分がものを作る面白さ、楽しさを   

最近は量産工程の中の機械加工はほとんどプログラムによって自動で加工されるので、人間の作業  

は機械にワークをセットしてボタンを押せば製品は出来上がる。それで職人意識を持てと言われても  

辛いだろうし、実際スキルも身についていかない。自動化を進める中で単純作業から、人間の能力を  

伸ばし引き出す仕事へ取り組む時間を作り、モノづくりの面白さを感じてもらいたいと思っている。  

機械がものを作るのでなく、自分がものを作るというおもしろさ、楽しさを感じてほしいと願ってい  

る。   

■試作は会社の財産   

当社は、試作関係でよくわからない仕事は、とりあえず受けて、どんどん若手に担当させている。  

そうすることにより、今まで考えもしなかったようなことを考えないといけなくなり、与えられた図  

面からどうやって製品としての整合性をとっていくか、までやらなくてはいけなくなる。そこで自分  

の力だけではどうしようもなく、年配の技術者に教わったりしながらやることで、今まで知らなかっ  

た先輩のすごさを知ることになる。また時には、図面通りに物を製作すると、普通に動かないものも  

あり大変であるが、大変なものほどそれをクリアしていく  

過程で様々な生きた技術が身についていくとの考えであ  

る。  

「業界が変わると常識が違うので、いい刺激になる。航空  

関連の試作をしたとき、金属板の曲げ方ひとつにしても、  

圧延の目を見てそれに沿わなくてはいけない。そんなの常  

識だろ！と言われた。しかし、そんなことは初耳だったり  

する。随所にそういうことがあるので、勉強になる。大失  

敗して、叱られたりするが、そのかわり一生忘れない  
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（笑）」としている。   

いろいろな注文を受け、試作することで技術者のレベルも向上し、ややこしく、よくわからないこ  

とも注文を受けて試作することで、いろいろな分野の知識も増えて行く。これは会社の財産であり、  

その人の財産にもなる。そして応用力にもつながっていると確信している。  

■スキルアップ   

スキルアップのための取り組みは、試作や新規案件の立ち上げなどのほかに、各種講習会には積極  

的に参加している。機械系の講座は丹後地域が多いが、地元中丹地域とか舞鶴でもやってほしいと思  

っている。これらを通じて、今後は独自のものを作っていきたいとの思いである。   

■かゆいところに手が届く   

当社は、「ものづくりサービス業」だと考えている。納期に間に合わせるということや、日本では  

当たり前のことがアメリカとかヨーロッパでは、とてもいいサービスと思われており、とても評価さ  

れる。日本の下請け会社は、顧客の多少の無理も聞いて納期に間に合わせているが、それをすごいと  

思っている日本の企業は少ない。しかし「かゆいところに手が届く」ということは大事である。その  

意味で、ものづくりサービス業だとしている。   

■新製品への取り組み   

新製品については、いろいろ考えているが、取引先とす  

り合わせを考えている。ただ、はじめから大きな利益を求  

めて生産するということは考えていない。それは、当社単  

独で設備投資して新商品を出し大量生産をしても、国内で  

長くは使ってもらえるとは限らないと考えるからである。  

地域や生活に直凄関わるもので、国内で長く使ってもらえ  

るようなものを作っていかないと、大量生産で採算ばかり  

考えていくのではいけないとの思いである。今後は、さま  

ざまな分野との連携や、地域とか国を飛び越えての連携が必要になることも考えられるとしている。   

■ローテク・アナログものを作る   

今の製品はブラックボックスが多い。例えばカメラでは半導体で制御されたものが入っている。基  

盤にプログラムが仕組んであるので、不具合が起きたときに修理するということはまずできない。そ  

ういうハイテクの集合体のようなものを追いかけても製造は困難である。そこで、製品構造がわかる  

ような、ローテク・アナログものを作る、というのがいいと思っている。   

■新規対応   

他社から見たらムリなことでも、当社では普通のこと、そんな仕事ばかりでは当社も大変だが  

（笑）たまに依頼があるとしている。そこをどう掘り下げるか重要である。当社の工場は、完全に既  

存取引先の専用仕様で行っているので、新規先取引先ができても新鋭先対応のための設備をどう手配  

するのか、というのが難しい。そこを含めて、どうオートにしていくかとか、どうやって人員配分す  

るかなどの課題がある。  
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品質管理については、社内に品質保証室があり、それが取締役会に直結している。品質の問題が起  

きれば、すぐにトップまで連絡が入り、直ちに顧客の現場に行き対応できるようにしている。  

各種測定器による部品の測定、製品の性能試験については全数行っている。製品シリアルからのトレ  

ーサビリティの精度向上にも取り組んでいる。  

仕事で地元とのつながりが少ないので、地元の会に入って情報を得るようにしている。その会で知  

り合った企業と、試作や共同開発しようと話があがった  

りするのでつながりもでき、その中で、各社の役割分担  

となり、それにより、各会社のレベルをみたり、今後一  

緒にできる可能性があるかないかを見極めることもでき  

る。ムリっぼいこと頼んでみて、やってみましょうかと  

か。そういう製造業同士や異業種の中で、情報交換する  

ことで当社をアピールし、そこから、口コミで仕事も入  

ってきて、ますます盛り上がれるといいと思う。   

また社員は、ほとんど地元採用である。  

¢今後の経営方針   

当社もリーマンショック以降、非常に苦しい状態が続いたが、今期からは設備投資も  

再開し、新たな生産体制の構築に着手している。会社の中で主役となるのはあくまで人  

間であり、機械でやれることは徹底的に機械化・自動化し、人間はより創造的な仕事、  

すなわち顧客のやりたい『コト』を『モノ』にする仕事に集中できる会社づくりを目指す  

としている。   

具体的には当社の生産設備の改造・設計・制作や各種試作などから実践を行い、技術  

の開発力・企画力の伝承とレベルアップを図り、顧客とも連携する中で戦略的に関係を  

強化していく考えである。そうすることで当社を『なくてはならない会社』であると思っ  

てもらえる顧客を増やし、既存の顧客にとっては、より『なくてはならない会社』へと成  

長を遂げたいとの思いである。   

将来的には京都北部という地域性も踏まえ、農業関連や介護関連の新規事業の可能  

性も模索し、事業化に向けて取り組みたいとしている。  

訪問日：11月13日 9：30～11：45 訪問先：ユーハン工業㈱   
面談者：代表取締役社長友緊正司 訪問者：センター長 福田利治水嶋英雄  
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編 集 後 記   

福知山・北近畿は、とても元気で楽しいところです！   

ここは社会経済活動がとても盛んで、元気に頑張っておられる企業も多くあり、またそれ  

を支える各種生活産業インフラも整備されています。   

このことを是非とも全国・世界に発信致したく、本年度は地域情報発信のツールとして、「元  

気な会社」は ひとあじ違う！ガンバレ福知山元気印企業（製造業編）を編纂することと  

なりました。   

編纂にあたり、各商工団体をはじめ、市役所の広報誌やホームページ、地元新聞各紙、地  

元FMラジオ局など広報ツールやマスコミ等を通じて、広く市民の方々に編纂趣旨要領と応  

募方を周知したところ自薦他薦でご応募いただき、選定委員会の慎重なご審議の結果、本誌  

の「元気な会社」となりました。   

そこで各社にお伺いし、社長はじめ幹部の方々から貴重なお話をお聞きしました。各社とも、  

とても元気で斬新でユニークなお話ばかりでした。そのお話をベースに当サポートセンター  

でとりまとめたのが本誌であります。   

これは、ホームページには載っていない『とびっきりの とっておきの話』ばかりで、い  

わば“元気の素’’の本です。お読みいただき、「なるほど ひとあじ違う！」と思っていただ  

ければ幸甚に存じます。   

元気で楽しいところに、人、モノ、情報は集まります。そしてますます活性化します。本誌が、  

福知山・北近畿の更なる活性化への契機となること、それが本旨です。   

福知山・北近畿は、こんなに元気で楽しい！今後とも、元気で楽しい情報を発信致しま  

す！l  

よろしくお願い致します。   

末筆で甚だ恐縮でありますが、ご多忙中のところ、本誌編纂にご協力頂きました各企業、  

関係機関団体の皆様方、そして選定にあたり慎重審議をして頂きました選定委員会委員の先  

生方に、厚くお礼を申し上げます。  

2014年（平成26年）1月  

福知山市中小企業サポートセンター  

センター長 福 田 利 治  

－52－   



（参考）  

編 纂 要 領  
1．目 的   

厳しい現下の経済状況にあって、ユニークな新技術や新製品をもとに成長しているのみならず、“ひとあじ違う”マーケテイ  

ング等により業漬を伸ばしている企業を選定・公表することにより、広く情報発膚を行い、成長を模索している企業等に発展  

の契機となるべき資料を捷供し、経済活動を盛り上げひいては地域経済社会の活性化に繋げることを目的に実施します。   

なお、選定された“元気な会社”につきましては、以下の支援を予定しています。  

（1）選定された“元気な会社”を掲載した冊子を作成し、関係機関等に広く配布します。  

（2）福知山市中小企業サポートセンターのホームページに掲載し、広くPRします。  

（3）選定された会社に対して、中小企業サポートセンター センター長名の選定証を交付します。  

2．選定対象企業  

（1）福知山に本社もしくは事業所があること。  

（2）中堅・中小企業（大会社は対象外とする。）であること。  

（3）業種が、日本標準産業分類の大分類E一製造業又はG一情報通侶業に該当すること。  

（4）営業・販売を行える段階にあり、今後の市場開拓が見込めること。  

（5）新技術や新製品について販路開拓・拡大に意欲があること。  

（6）ひとあじ違うマーケテイング等により業繚を伸ばしていること。  

（7）他の特許等を侵害していないこと、また係争中でないこと。  

3．応募方法  

別紙応募書類に必要事項を記入の上、添付書類とともに捷出してください。  

推薦書の連出がある場合は、審査項目の「信頼性」において加点として扱います。  

4．応募期問  

平成25年8月1日（木）～9月30日（月）。  

9月30日（月）の17：00までに電子メール、郵送とも応募書類必着のこと。  

5．選定方法  

（1）有識者で構成される選定重点会を設置し、審査を行います。  

（2）所定の応募書類による審査のほか、必要に応じて現地調査を行い、応募された内容について、以下の審査項目に基づ  

き審査したのち、「元気な会社」は ひとあじ違う！～ガンバレ！福知山元気印企業～ を選定します。なお、追加で  

資料をお願いする場合もあります。  

（3）今年度は、製造業を対象とし、10社運走を目途とします。  

6．審査項目  

「“ひとあじ違う！”新鮮満足」：新技術や新製品、単なる受発注関係にとどまらない、大満足の掟供の視点  

（1）新温性   

・製品・技術の新規性・・・従来にはない独自技術とその優位性   

・ニーズへの斬新な対応・・・多様なニーズへ的確対応性  

（2）市場性・成長性   

・成長市場対応性・・・成長市場に対応する技術・製品   

・顧客対応性・・・顧客のニーズに対応する具体的なサービス  

（3）信頼性   

・信頼できる技術・製品・・・品質の確保、安全性基準をクリアー   

・顧客満足度・・・再発注高頻度、新規顧客開拓度、シェア向上度、売上実漬  

（4）ひとあじ違うマーケテイング等   

・他社とは違うマーケテイングの方法（顧客ニーズの把握等）  

（5）経営理念について  

7．発表・冊子発刊  

発表は、平成25年12月を予定しています。  

8．その他  

応募書類に記載された個人情報その他情報は、本審査以外の目的には使用致しません。  

選定委員順不同）  

舞鶴工業高等専門学校   副校長  

近畿経済産業局 産業部  ものづくり産業支援室長  

中小企業基盤整備機構  統括プロジェクトマネージャー  

京都北都借用金庫  福知山中央支店長  
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（橋本 俊次氏）   
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「元気な会社」はひとあじ違う  

ガンバレ！福知山元気印企業  

発行日  

2014年2月10日  

編集・発行  

福知山市中小企業サポートセンター  

印刷・製本  

大内紙器印刷株式会社   
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