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コラム・商い見せます
『商い見せます」は、大阪同友会会員企業の商売をご紹介するコーナーです。
会員向けの月刊 誌「OSAKA 中小企業家」で紹介した記事を掲載しています。
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歯車製造専門家集団のチャレンジ
～３Sと見える化で進める多品種少量短納期～

機械に無くてはならない歯車は、大きさだけでなく形状も多種
です。斜めや円弧など、複雑な加工が必要です。要求される高い
精度を満たさなければ最悪の場合、機械が動かなくなります。こ
のように重要な歯車を、創業より65 年間、作り続けてきたのが
伊藤歯車製作所です。ここ10 年ぐらいで一貫生産に対応できる
体制となりました。ホームページには、約60 台の各種工作機械

（有）伊藤歯車製作所
常務取締役
伊藤 雄一郎 氏
（かんくう支部）

が挙げられていますが、従業員数は25 名です。セールスポイン
トである「多品種少量短納期」をどのようにして実現し発展させ
るかを、伊藤常務に伺いました。

●地場産業とともに発展
伊藤歯車製作所は、伊藤常務のお爺様が1951年に創業されました。所在地の泉州は、明治
以降、紡績産業の発展にともない、機械部品の製造が盛んな地域です。伊藤歯車製作所は、歯
切り加工の専門工場でした。1956年頃より電線を製造する、より線メーカーとの取引を機
に、多種の歯切り加工を受注するようになりました。それに伴い、各種の工作機械も増えてい
きました。
歯車の製造には、旋盤や歯切りをはじめ多数の工程があります。従来、各工程の専門加工業
者が、注文主の依頼に基づいて賃加工をしていました。歯車注文主は、工程ごとに業者を選定
して加工依頼し、半製品の搬入や引き取りなどを行っていました。要するに、注文主自身が歯
車製造の工程や品質管理を行っていたのです。
バブル崩壊後、歯車業界でも合理化が要望されるようになりました。同社では、10年ほど前
に旋盤を導入することで、熱処理を除く大部分の加工を内製できるようになりました。ワンス
トップで歯車製造を受注できる体制が整ったのです。
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●多品種少量短納期を目指して
伊藤歯車製作所への注文の多くが、補修部品や試作品の製造です。補修部品とは、現役の機
械に組み込まれている歯車が壊れたため、交換するための歯車です。少量での受注になります
し、短納期が求められます。なかには図面が無いものもあります。歯車を一貫生産するには、
多数の工程を横断する総合的な技術力が必要となります。
同社では、6割が全工程受注案件です。最近では設計担当者から歯車の製作について相談を
受けるようになりました。というのも、歯車の良否は機械を完全に組み立てて試運転をしない
と分かりません。ハイリスクなのです。難しい案件もありますが、相談が受注に結び付く好循
環が見られるそうです。
●歯車業界の特色と現状
歯車製造に使用する各種の工作機械は専用機です。専用機は、メーカーが少なく高価で
す。また、使用には高度な専門知識が必要となります。参入障壁が高く、新規参入は少ない業
界です。
自動機械で大量に製造する量産品の仕事は、海外に行ってしまいました。しかし、伊藤歯車
が受注する多品種少量短納期の仕事は国内に残っています。ただ、このような案件は、難しい
仕事になるので若い技術者が腕を磨くためにトライするにはハードルが高くなります。教育の
チャンスが減っているのが問題だそうです。
●学ぶ力
伊藤氏が社業に携わるようになって6年目、リーマンショック前に現社長（二代目、伊藤氏
の父上）が体調不良となりました。経営全般を代行せざるを得なくなった30才の伊藤氏は、自
身の未熟さを思い知ったと言います。
その後、リーマンショックが起こりました。社長の体調が戻り、受注減で時間のできた伊藤
氏は業界団体が主催する若手向けの歯車技術者養成講座に参加しました。目的は、歯車製造全
般について体系的に学習することです。講座は、九州大学で週末の2日間、月2回ずつ半年にわ
たり開催されました。受講者は同年代が大多数で、大企業の社員もたくさんいました。モチベ
ーションが非常に高く、講義の分かりにくいところは皆で理解できるまで質問するなど、濃い
内容でした。
3年前に同友会に入会後、３S（整理、整頓、清掃）活動で最も有名な会員企業の見学会に参
加し感銘を受けました。その後、３Sに関する指導をかんくう支部の会員企業に依頼し、
月1回、土曜日午後に全員参加で活動を継続しています。さらに、例会参加だけでなく、指針
セミナーにも参加しています。
●学ぶ力
リーマンショックでは多くの問題に直面しました。回復期に伊藤氏の発案で始まった方針会議
が継続されています。社長は「先代がワンマンでなかなか提案を受け入れてもらえなかった。
やりたいことがあればどんどん進めなさい」と、伊藤氏のチャレンジに理解を示し積極的に協
力してくれます。
方針会議は、毎月1回昼食後に20分程度、全員参加で行われています。当初は、あいさつの
奨励、仕事の進め方のお願い、各種の工作機械の検査目的説明などを常務が一方的に行ってき
ました。経営指針ができた今年は、新年度が始まる2月に社長が経営方針について所信を述べ
たそうです。指針作成に当たり、全社員に自社の強み、弱み、提案についてアンケートを行い
ました。その中で出てきたのが「前工程の遅れが原因となった、急ぎの案件が突発的に入るこ
とに困惑している。全体の進捗が分かるようにしてほしい」という「見える化」の要望でし
た。
●見える化
会社が目指すのは「いいものを早く」です。歯車の一貫生産品を受注すると、最大10の工程
を社内でこなします。現場は工程ごとにチーム編成となっています。作業員には担当の工程さ
え完了すればいいという意識が残っていました。しかし、納期順守のための緊急対応におい
て、前工程の遅延や緊急の度合いを知りたいという要望がでてきたのです。
そこで、案件全体の進捗の見える化を図るために、以前からある作業指示書に工程ごとの納
期を記載しました。これにより、全体の進捗が明確となりました。全社一丸でお客様への納期
を守ろうという意識が芽生えてきています。さらに、工程ごとの受注残を抽出して工程管理に
役立てるとともに、データ収集を行うことにしました。月曜日に工程会議を開催して、進捗を
情報共有したいと考えています将来このデータから、機械もしくは人手の過不足や作業方法の
良否が判断でき、経営計画立案に役立つことが期待されています。
●今後の取り組み
社員は、方針会議、３S活動、指針作成のアンケートと新たな取り組みに対して、理解を
示してくれています。少しずつですが、意見や提案も出るようになってきました。個別面接で
は、会社と社員の方向性にある程度の一致が確認できました。伊藤氏はこの状態を大切にして
いきたいと思っています。また、現在、方針会議の一週間前に下打ち合わせや連絡を行うリー
ダー会議を開催していますが、これが幹部育成の場になってほしいと願っています。
さらに誰もがどの工作機械も扱える多能工化を目指し、工程が集中している部署への応援で
他部署の苦労を分かち合いながら、経営理念でもある【みんなの力で動く活気ある企業】を目
指していきたいとのことです。

～ 取材を終えて ～
同友会歴3年に満たない伊藤氏ですが真摯に学び、継続して実践されています。それは、常
務の努力だけでなく社長や社員の協力があってこそ実現できています。この協力を引き出し
ているのは常務の清々しい人間力だと感じました。こんな後継者が育っている社長が羨まし
いと思った取材でした。

Profile
企業名：（ 有）伊藤歯車製作所
所在地：岸和田市磯上町
創

業：1951 年

資 本 金：1,500 万円
事業内容: 各種歯車歯切、歯研、設計、ミーリング工事一式及び設計
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文字を扱い、32年… アナログとデジタルの橋渡し。
～スピードと正確性を武器に、時代の流れに柔軟な対応を～
支部幹事に女性部、本部広報部…同友会内でもさまざまな場に
積極的に参加し、活躍する
バイタリティ溢れる北川氏。
エス・ケー・データ株式会社は、大阪市西区でデータ入力／校
正・校閲／文字起こし業務をされている企業です。一般的に「情
報処理業務」と言うそうですが、具体的に、何をしている企業な
のか？少し分かりにくいイメージがあるかもしれません。しか
し、お話を聞かせていただくと社会と切っても切り離せない、大

エス・ケー・データ（株）
営業マネージャー
北川眞里 氏
（中央南支部）

変文化・歴史のある業務でした。
時代とともに変化し、移り変わってきた業務内容について北川氏
と専務取締役であるお父様の正芳氏にお話をお聞きしました。

●パンチ一打～銭。特殊技能（技術）キーパンチャー。
まだパソコンが普及する前（1982年）に帳票（仕入れ伝票／売上伝票）の入力の業務から
事業がはじまりました。紙に書かれた情報の入力は、専用機で行います。当時は、専用のカー
ド（※1）を用いて一人目が入力してパンチ穴をあけ（穿孔）、二人目は光を通して入力内容
を機械に読みとらせたうえで入力して一人目の誤入力の修正を行っていました。機械の発達と
ともに専用カードを使うことはもうなくなりましたが、専用機のしくみ自体は今も同じです。
コンピューターの発達とともに英数字以外にカナや漢字も認識できるようになりました。漢字
は変換で出すのではなく、カナ２文字、例えば「亜」と入力する場合は「アア」と打ち込みま
す。（※2）文字入力の仕事は一文字何銭の世界です。業務自体は速ければ速いほど、売上の
効率もあがる仕事です。漢字を早く覚えられるよう、あいた時間に新聞を使うなどして練習を
積み、技術をいち早く習得することで、仕事の幅が広がりました。
●絶対になくならない業務。
パソコンの一般社会への普及に伴い、簡単で少量の入力業務などは外部に委託するのではな
く、各社が自社内でするようになり少しずつ帳票入力の案件は減っていきました。ただ今後、
いくらパソコンや人工知能が発達したとしてもビジネスにおいて、テキストやデータにかかる
ことで、人間が携わらなければならない部分は絶対になくならないと考えています。しっかり
と軸足を置いた事業展開が大切だと考えています。プライバシーマークの取得などにも、いち
早く積極的に取り組んできたことで官公庁や大手企業からの案件にも対応できるようになりま
した。
●カタチを変え、時代の流れに対応。
北川氏は入社後、今まで培ったノウハウや人脈を活かして新しい事業にも挑戦してきまし
た。入力業務だけではなく、校正や校閲（誤りや疑問点の指摘）、ホームページの校正やリン
ク内容のチェックなど、webの世界にも広げています。
一方で、育児や介護のために、外に働きに出られない方々に活躍してもらう場を提供したい
という思いから、業務体制の改変にも積極的に取り組みました。とくに西区には保育所や幼稚
園も少なく「子どもの面倒をみなければならないけれど、あいている時間は社会貢献し活躍
したい！」という方々がたくさんいらっしゃいます。そんな方々に在宅ワーカーとして活躍で
きる体制を整えました。
お客様からお預かりしている情報の中には、個人情報のほかにも社外秘や公開前の内容のも
のがあり、機密保持の徹底が求められます。担当業務やメンバーに応じて、仕事にあたる場所
や時間帯などを工夫し、それぞれがしっかりと自分の責任を果たせるようにしています。皆で
やり切ったという達成感を感じてもらえるとともに、お客様に対しては早い納期を実現できて
います。
●これからのビジョン。
一日中、ただひたすらキーボードをたたく、細かな文字をひたすら見続けるなど、入力・校
正・校閲の業務は、見た目以上に肉体的にハードな仕事です。絶対にミスが許されないだけ
に、社内／在宅メンバーともに神経をすり減らしながら日々がんばっています。
そんな彼女たちに、日々の業務に追われるのではな
くメリハリをつけ、休むときはしっかりと休み、コ
ミュニケーションも取り合えるような環境を整えて
いきたい。そうすることで、皆がそれぞれの仕事を
違う目で見られるようになり可能性も広がるのでは
ないかと思っています。そして、これからも時代の
流れとともに発展し、今は活躍の場が限られている
方々にも働きがいのある職場を提供したいと考えて
います。

現状の休憩スペース

～ 取材を終えて ～
1980年代、女性に人気があったキーパンチャーという職業が、進化して時代のニーズに対
応していたのが驚きでした。この数年、女性の働き方は時代に左右されることを実感した取
材でした。北川さんの事業展開が新たな雇用を創出しています。今後が楽しみな会員さんで
した。
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企業名： エス・ケー・データ( 株)
所在地：大阪市西区新町
創

業：1982 年9 月
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資 本 金：1,000 万円
事業内容: データ入力・校正・校閲、文字起こし
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なりわい業としての基本スタンスを守り、堅実に利益を上げて行く中、メーカーとしての
大きな夢を抱くものづくり創業、ダイ精工！
ダイ精工さんはCNC 自動旋盤による金属切削加工業で自動
車、バイクの部品やピアノ等の小径金属部品の加工を八尾で営ん
でいるものづくり企業です。その傍らロボット型スタンプ（スタ
ンプマン）や工場用掃除機（スイドリー）の自社商品をもつメー
カーとしても活躍しています。
社員数は13 名（パート含む）で社内は明るく活気にあふれて

ダイ精工
代表取締役社長
松井 大祐 氏
（八尾支部）

います。工場の外見からはどこにでもあるような町工場ですが、
一旦工場に入ると、最新鋭のCNC 機器が10 数台ならび、第
一、第二工場とフル活動で動いていました。売上は昨年度実績で
１億8,000 万円と規模の割に高く、高付加価値であり、儲けて
はるなあと感じました。何時もものづくりに没頭し、奥さんや社
員さんたちに信頼があり、愛されていると思いました。

●創業の経緯
公務員の両親を持つ松井さんは幼少の時からプラモデルを作るのが好きで、独立してものづ
くりの道を歩みたかったのですが、文化系の大学へ進み大手スーパーに就職します。しかしそ
の道が忘れられず、草野球仲間の自営業者から現在の仕事である小径金属部品加工の仕事に誘
われます。そして家族の大反対を押し切り3年後転職して、ものづくりの修行を積んでいきま
す。そして2001年独立を決意し、預金を担保に銀行から1,000万円借り入れ、その資金で親方
から中古の機械を２台買い取り独立しました。当時ＩＴ関連企業への独立は多かったのです
が、設備投資が大きくかかる、ものづくり企業への独立は少ない中での企業でした。
創業時には奥さんと２人でがむしゃらに働き、ようやく手形で最新のCNC旋盤を買うのです
が、３カ月後に機械が事故で燃えてしまいます。火災保険も4日前に契約切れで松井社長は途
方に暮れていましたが、ここで勝負にでました。機械屋さんに相談し「無理を承知で新た
に1台買うので燃えた機械の修理も込みで契約してくれ」と頼み込みました。機械屋さんもそ
の熱意に根負けし了承してくれました。そのおかげで最新のCNC旋盤が2台に増え、生産高を
大きく上げていきました。
●儲かる訳
松井社長は独立当時に親方から仕事をもらうわけではなく、得意先を引き継ぐのでもなく、
自力で営業活動を行っていきました。特に同業他社が嫌がる仕事や、古い図面の仕事（昔から
流れている安い仕事）を取り、嫌がられる仕事は加工の仕方に工夫を入れ、古い図面の仕事は
最新の設備で効率を上げて利益を上げていきました。そのような仕事の方が他社に取られるこ
となく、長続きをすると松井社長は考えています。また不良品に関してはなんと７年間発生率
がゼロ（自動車部品）であり、得意先から厚い信頼を受けている理由があります。それは検査
方法を試行錯誤して内職に出すということです。そうすることにより第三者の目で検査、コス
ト削減といった完璧な検査システムになっています。これも理念に「想いやりをカタチに」～
先端技術と質・価バランスのとれた製品加工～を掲げ経営を行っているからだと思います。決
していい仕事やいい得意先にめぐり合ったわけではなく、地道な努力で高収益を上げていって
おられます。
●夢
改装のプロジェクトが進みだしてからは、日本政策金融公庫からの融資を受けたり、建築内
装業者との打ち合わせをしたりと慣れない業務をこなす日々でした。
工事がある程度進んだ段階で、スタジオ内に置く家具や小物を、大東支部の（有）イケダ・
クラフトの池田氏が経営するアンティークインテリアショップ『&.CO』へ買いに行きまし
た。その時に改装のことを池田氏に相談したところ、内装にもかかわってくれることになりま
した。池田氏の感性は今井広告のスタッフとマッチし、話がスムーズに進みだしました。
内装壁の塗装も撮影などに影響が出ない場所は、スタッフが自らDIYで塗装をしたり、本業
と並行させながら一丸となって全社で取り組み、やっとの思いで7月11日にオープンさせるこ
とができました。ダイ精工さんは、下請け業だけではなく、いろいろな自社商品をもち、メー
カーとしての顔もあります。ものづくりの好きな松井社長は、自社の技術を生かした商品開発
をやっておられます。スタンプマンというロボット型のスタンプや携帯ストラップを製造販売
し、またペール管を利用した掃除機スイドリーもその一つです。
これはもともと自社で使用していた工場用掃除機の
メーカーが廃業したために、故障の際自社で修理し
ていたのですが、他社からも修理の依頼を受けてい
るうちに前のメーカーの了解を受け、自社商品とな
りました。それらはまだまだ大きな売上には繋がっ
ていませんが、メーカーとしての誇りと、いつか大
きく花を咲かせるものと信じ社員一同夢を抱いてい
ます。

●課題
まだ松井社長は同友会での経営指針成文化コースのセミナーで理念コースしか受講していま
せんが、今後会社を成長継承させていくためには、指針経営が必要になると考えています。こ
のハードルを越えていくには、経営方針・計画を成文化し、社員の理解を求め、全社一丸とな
って組織的成長していくためにも、早急に指針経営に取り組む必要があると考えています。

～ 取材を終えて ～
今回の取材をしていく中で、ダイ精工の成長の秘訣「堅実に利益を上げ自立的成長をし続け
ていく」をふたつの気づきとしてまとめてみました。
ひとつは人の(ライバル企業の)嫌がる仕事をする。
ふたつはその受けた仕事を必ず利益のあるものにするというシンプルな考え方です。
地道な努力を惜しまない姿勢、後発だから人と一緒のことをしていたのでは儲からない。
企業を発展させていくためには、掲げた理念を壁に掛けているだけではなく、自らがまず実
行し、中身のあるものとして見せていく強いリーダーシップを感じました。大阪の中小企業
家同友会会員企業の多くはダイ精工さんのような小規模事業者です。その中でも、とくにも
のづくり系の企業はグローバル化の波にのまれ価格競争の厳しい中での戦いを強いられてい
ます。与えられた条件でどう利益を出していくのか、社長の力量が問われます。理念を成文
化された松井社長、つねに現場の第一線で社員を引っ張ってきました。ですがその理念を実
践していく方法は社長の頭の中にしかありません。だから早く次の方針・計画コースを受講
し考えを「見える化」にしていかないとと思いました。
そのことが社員と課題を共有できることであ
り、また更なる発展のヒントとなると感じま
す。ダイ精工のビジョン「地域に貢献し若い力
を育てていく」の実現に期待し、私も負けてい
られないなと元気を頂けた取材となりました。
（取材／情報化・広報部

山田・鍛治谷）

Profile
企業名： ( 株) 今井広告研究所
所在地：大阪市城東区関目
創業／設立：1958 年10 月
資 本 金：1,200 万円
従業員数：8 名
事業内容: 企画立案・デザイン制作・コピー作成・イラストレーション制作・
WEB サイト制作、運営・写真撮影・動画制作（撮影、DVD 制作）
印刷物全般・展示会支援、イベント支援・グッズ販売・教室運営

このままではいけないという思いから、新しい出逢いを繋げる場をつくりました
大阪市城東区関目の１号線を東に入った場所に三角屋根の建物
があります。
使用していない４階スペースをプロの手によるリノベーション
とスタッフたちのDIYで、多目的レンタルスペースとして7月11
日に完成させました。
撮影スタジオ、イベント、パーティー会場としても利用できる
『STUDIO△ROOF（スタジオサンカクルーフ）』という新たな
事業を立ち上げた今井広告研究所の今井社長とスタッフからお話

（株）今井広告研究所
代表取締役
今井 知子 氏
（京阪支部）

をお聞きしました。

●建屋の形が課題
今井広告研究所は、主に企業の広告プロモーションである『印刷物・WEBサイト』の企画・
デザイン制作の事業を中心にしており、子どもたちを対象にしたワークショップイベント、英
会話教室やアート教室などを行うビーミンクチューン事業部とあらゆる企業へ情報の効率化を
提供するワイデクル事業部をしています。
もともと、企画から工場まで一貫生産をしていたこの建屋には、印刷工場だった1階、中2階
は工場の休憩室、3階が事務所で4階が企画室、小さいスペースの5階は版などを保管するスペ
ースとして活用していました。
しかし約15年前からは、ほとんど2階・3階しか使用しておらず、スペースの有効利用が経
営課題にあがっていました。
近年4階ではヨガやフラダンス教室を行う先生方などに時間貸しもしていましたが、会社外
観の特徴である三角屋根の形状により、壁の傾斜が邪魔したり、冬期の床の冷たさなどで、な
かなか長期で借りてくれるケースがなく、また左右に分かれたスペースの半分は物置になって
いる状態でした。
●いろいろな要望が重なりスタジオへ
これまで本業であるクライアントからの依頼で、カタログやWEBサイトで使う商品撮影や使
用写真の撮影などを、１階の元工場スペースで撮影することも多くあり、シーン撮影の場合は
背景をイメージ画像と合成をしていました。最終的にうまく合成ができるとしても、イメージ
画像にあわせて撮影する労力と、合成作業にもかなりの時間がかかってしまうため、もっとリ
アリティを追求したいという思いでいました。
フリーカメラマンたちと仕事をしていくなかで、レンタルの撮影スタジオが欲しいというニ
ーズがあることがわかりました。
また、ビーミンクチューン事業部が年3回開催している地域と子どもたちに向けたワークシ
ョップイベント（これまで22回開催）で、プロカメラマンによる撮影会をしており、お客様に
非常に喜ばれているのですが、お客様がもっとリラックスした表情で自然なショットを撮りた
いなど、スタッフやカメラマンからの声もありました。
会社の土地を有効活用しようと考え、一時はマンションへの建替えも検討していた今井社長
は、これらのさまざまな要望を受け、新しい出逢いを繋げる場として、4階のスペースを撮影
スタジオに改装することを今年の4月に決意しました。
●同友会仲間との感性の相乗効果
改装のプロジェクトが進みだしてからは、日本政策金融公庫からの融資を受けたり、建築内
装業者との打ち合わせをしたりと慣れない業務をこなす日々でした。
工事がある程度進んだ段階で、スタジオ内に置く家具や小物を、大東支部の（有）イケダ・
クラフトの池田氏が経営するアンティークインテリアショップ『&.CO』へ買いに行きまし
た。その時に改装のことを池田氏に相談したところ、内装にもかかわってくれることになりま
した。池田氏の感性は今井広告のスタッフとマッチし、話がスムーズに進みだしました。
内装壁の塗装も撮影などに影響が出ない場所は、スタッフが自らDIYで塗装をしたり、本業
と並行させながら一丸となって全社で取り組み、やっとの思いで7月11日にオープンさせるこ
とができました。
●誕生した多目的レンタルスペース『STUDIO△ROOF』
STUDIO△ROOFは建物先端の三角形を左右に分け、左側の『▲APARTMENT401』は小さ
なキッチンを設置し、海外のアトリエやカフェをイメージしてつくり、右側の『Maison de △
402』は、落ち着いた雰囲気の白を基調とし、フランス調のガーリーなお部屋に仕上げていま
す。二つの異なったイメージを持つスペースができあがりました。

今までの撮影では、合成によりどこか作られたものになっていましたが、このスタジオでは
コーディネートされている空間（シーン）をつくっているので、自然な写真がバリエーション
豊富に撮れるとカメラマンからも好評を得ています。以前、問題になっていた斜め側の壁は、
現在は味のある変わった撮影ができると長所に生まれ変わりました。
これからも家具や雑貨を充実させていき、さまざまなイメージをつくれるスペースにしてい
く計画です。
数人のフリーカメラマンとも協力をし、STUDIO△ROOFがカメラマンたちそれぞれの特徴
をＰＲし、撮影の仕事につなげたりとさまざまな構想が生まれてきています。
また、STUDIO△ROOFは写真撮影だけではありません。「試飲･試食会」「パーティー」
「女子会」「同窓会」「ギャラリー」「会議室」「セミナー」など、いろいろな使い方ができ
るので『多目的レンタルスペース』と形容しています。
これからもSTUDIO△ROOFはさまざまなシーンで利用できる、可能性を持った空間に広が
っていくでしょう。

～ 取材を終えて ～
このプロジェクトの企画から改装のDIYまで、大活躍の若い女性スタッフたちから主に話
を聞かせてもらいました。感性いっぱいのスタッフたちが目を輝かせてSTUDIO△ROOFを
語る姿が心に残る取材になりました。
印刷業は昔から変化が激しい業界と聞いたことがあります。その中で変化し続けてきた今
井広告研究所は、現在も変化中なんだと感じさせてくれた取材でした。
（取材／情報化・広報部

山田）
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ページトップ ▲
これからの企業はプロモーションの部分が大事。
映像やウェブを通じて企業の成長を商いします。
異業種交流の会である同友会の中でも、特に珍しい業務領域
で、メディア、放送業界に販売先を持つ、株式会社シードアシス
トの片山光祐氏を訪問しました。2016年度卒の大学求人合同説
明会においては、学生さんにいかにこの会の存在を知らせるかの
ノウハウとしてインスタグラム（写真に特化したSNS）を提案
し、参加40社の宣伝と行事の案内を受け持った会社です。
シードアシストはプロモーション事業部として映像・音声制作
やCM制作を手掛け、企業の広告宣伝を担っています。また人材

（株）シードアシスト
常務取締役
片山 光祐 氏
（新北支部）

アシスト事業部では放送業界への人材派遣を手掛けています。
グループ会社の株式会社セイではタレント事業部としてプロアナウンサーやリポーターによる
企画請負や派遣、タレント養成スクールを開校し、アナウンサーや声優志望を育てています。
グループで情報や人力を共有しながらお互いの業務をうまくかみ合わせた営業の実態多岐にわ
たり、顧客企業のブランド力を上げる、その本質を知りたい興味に惹かれました。
●企業の成り立ちと変革
シードアシストは1989年の創業で、高度成長を飛び越えたバブル経済のころ、FM802のヘ
ッドラインニュースの制作を行うところから事業をスタートいたしました。
父、片山光男氏が創業、現在の代表者で、フリーアナウンサーとしても現役です。光祐さん
は常務取締役として企業全般の業務を支えています。放送、タレントなど華やかな業界にいな
がら、雰囲気は地味な感じを受け、ゆっくり静かに語りかける人。その商いに見せる考え方を
伺いました。
スイスの高校へ進学し、アメリカの大学でジャーナリズムを学び卒業後大手テレビ局のニュ
ーヨーク支局で働いていました。計13年間の海外生活という経験の持ち主です。2007年帰国
後シードアシストに入社。経営を担う立場になったことからMBAを取得。シードアシストに入
社した当時、主要取引先であるテレビ、ラジオがじわじわ業績を悪化させていた中で、インタ
ーネットが伸びてきていましたが、周りにはまだそこまでの危機感が無かったといいます。そ
のような状況の中で、光祐さんは、いち早く動画制作やウェブでの広告、企業のホームページ
制作事業を立ち上げ、情勢の読み取りを発揮しました。
●広告宣伝の実態が変化した
商いを実らせようとするとき何が大事かを考えます。商品に魅力がなければ消えていく、需
要がなければ売れない、知られていなければいかに値打ちのあるものでも埋蔵資産となってし
まう、ということを考えさせられました。まず知ってもらうこと。業種、商品、製品、その技
術を伝えるプロモーションこそ、今の中小企業にとって必要不可欠なものではないだろうか、
片山さんの持論がそこにあります。
媒体は新聞広告、テレビ、ラジオによる広告など世の中に溢れていますが、片隅の１コマ
や30秒の宣伝がいかに高いか知っています。中小企業では手も足もでないところ。そこにイン
ターネットが発明され、普及し、SNSなど人のつながりの手段が新たに生まれてきて熟知され
るまで、まだ20年というところでしょうか。
これほど世の中の変革をすばやく手伝った代物は無いと言っていいほどで、この媒体にかか
る費用が安い、自分が勉強すれば無償ででもできます。しかしそこにマーケティングの情報網
や技術、顧客に訴えるキャッチコピーのセンスがプロモーションとしての対価となっていくの
です。
●独特の手法によるプロモーションのコア
ホームページを作るなら、誰しも費用対効果が抜群で集客できる、その会社の一番良いとこ
ろを見せるページを作りたいと思うはずです。そんな顧客の希望にかなう制作の核となる技を
聞きました。
「お客様の言われることに対して、的を射て答えを出せるか、僕たちの仕事は情報の整理屋
なのです。お客様はとにかくいいものを作ってほしい、しかし充実させるため何を見せるの
か、これがブランディングです」。企業や事業のブランド力を引き出し、知名度や好感度をあ
げ、高級ブランドのようなイメージ戦略でその商品名や、ロゴ、コピー、会社のことを好きに
させる、これがブランディングの一部です。
例えば400年、500年の歴史を持つ醤油なら歴史があることこそ大事にします。そのうえで
変革していかなければと考えます。今の時代のニーズに合わせ、知りたい情報、消費者に何を
伝えるかの考えを整理し、技術職なら、研究職なら、何ができるかを考えていきます。
必要な情報につき頻繁に視点を切り替えながら探り当てる、ザッピング機能（注：テレビの
チャンネルを頻繁に切り替えるうち見たいものが見つかる）とか言いますが、それでメインの
情報が見えてきます。
●ビジネス経営学に基づく理論
プロモーションの着地点は分析で見ます。扱う商品で左から相対的市場シェアが高いもの、
低いものを横軸に置き、上から市場成長率の高いもの、低いものを縦軸に置きます。シェアが
高く成長率が高いものはもちろん花形商品、スターです。シェアは高いがこのあと成長率が低
いものについて、投資しなくても利益は多い金のなる木、言わばドル箱とした商品であるが放
っておくと負け犬となるかも知れないという読み。わかりにくい問題児となるのが、シェアは
低いが成長率が高いとする商品の、投資を考えるか否かの読み。これこそ難しい、と一つの見
極めの技を聞かせてくれました。（PPMプロダクト・ポートフォリオ・マネジメ ントより）

～ 取材を終えて ～
これら理路整然とするなか、他企業へブランド戦略をプロモーションすることを商いとす
る御社の経営は「万全ですか」と聞いてみますと「学者に経営はできないと言うでしょ
う。MBAは学問としての理論です。戦略、戦術は立てられるが経営は人です。人をどうや
って巻き込み尽力してもらえるか、経営に対する覚悟を持ち、どうするかの意思決定力を持
てるかです」と言います。
同友会では会員相互で生の体験談を聞くことができる、それは経営者の人間力を高めてい
くことであり、経済学理論と両輪です、との答えが返ってきました。経営学とは別のところ
で同友会の社会的存在意義を聞いた気がします。
（取材／情報化・広報部

西岡・大山

写真：荒田）

Profile
企業名： ( 株) シードアシスト
所在地：大阪市北区東天満
創業／設立：1989 年5 月/1990 年5 月
資 本 金：3,000 万円
従業員数：34 名（2016 年6 月現在）
事業内容: 映像制作・音声制作・Web 制作報道番組制作スタッフ派遣
グループ会社： ( 株) セイ
所在地：大阪市北区東天満
創業／設立：1993 年5 月
資 本 金：1,000 万円
従業員数：10 名（2016 年6 月現在）
事業内容: セイプロダクション・タレントマネージメント
セイアカデミー・新人タレント育成
ページトップ ▲
飽和した市場からの未来戦略（2016年7月号）
～“航空機品質の電研社”を目指し～
(株)電研社は昭和25年の創立以来、情報通信ネットワークの構
築と電力の安定供給のための電力通信用機材（おもにケーブルハ
ンガー（写真参照）ラセンハンガー、スパイラルスリーブ）の製
造・販売を行い、社会インフラや民生・産業機器の分野において
社会貢献してきました。
創立50周年記念事業として平成12年に竣工した大阪市北区の本
社ビルで、終わりなきチャレンジ精神を持つ野村社長に“飽和し
た市場からの未来戦略” をお伺いしました。

（株）電研社
代表取締役社長
野村 明宏 氏
（中央北支部）

●電研社とは
昭和25年に創立以来、インフラの整備が進む時代、電線の敷設には不可欠な資材を手掛け、
順調に業績を伸ばしてきました。昭和52年には営業力を強化するために、東京営業所を開設。
生産力を向上させるために、平成3年に津山中核工業団地内敷地に岡山工場を竣工。ケーブル
ハンガー自動組立機を新開発導入し、自動ラインを駆使した量産から、小ロット生産を可能に
しました。迅速かつ正確な出荷を行うために、コンピュータ制御による自動立体倉庫を導入し
在庫管理、物流管理体制を整えました。また、各種静的・動的荷重試験機、振動試験機、変形
試験機、測定試験機、スコープ、実装柱電線路を取りそろえ、技術開発に努めてきました。
ところが、平成23年ごろには、光ケーブルの敷設がほぼ終了すると、需要が減り厳しい時代
に入りました。ケーブルハンガーなどの資材は、耐久性に優れていて、消耗品としての買い替
え需要もあまり望めませんでした。ケーブルの地下化という新しい需要もあると思われました
が、地下工事には地下工事のノウハウがあり参入が困難でした。
●新しい市場を目指して（海外編）
同友会の日中経済交流研究会の訪中団に参加したり、同業者とベトナムを訪問したりしまし
た。訪問前は、ベトナムはまだまだインフラの整備が進んでおらず、魅力ある市場だと期待し
ていたそうです。ただ、訪問してみると現地では電線を敷設しての有線ではなく、無線が主流
になっていました。今までの自社製品をそのまま販売することは断念しなければなりませんで
した。ただ、現地でコーディネーターを務めたベトナム人は日本語が堪能で、彼らの潜在能力
を感じました。そこで、製品の販売というハード面ではなく、長年蓄積してきた通信技術のソ
フト面の活用で、ベトナムの社会を下支えできるのではないかと考えています。
●新しい市場を目指して（国内編）
後継者難の東大阪の電線会社の経営を引き継きました。そこは岡山工場とは違う素材を使っ
ていましたが、設備はよく似ていました。経営を引き継ぐことで、異なる素材でも対応ができ
るようになり自社の製品に幅を持たすことができました。
平成26年に東大阪にエンジニアリングセンター（ＥＣ）を開設し、開発環境の充実に努めて
います。開発に欠かせない線材加工の最新鋭設備機器を導入しました。この機械は、操作をす
る技術者のセンスが反映されるものです。そのために、技術者には自由な発想力で仕事をして
もらいたいと考えています。その日の仕事の内容や気分によってデスクを決めるフリーアドレ
ス制を採用しているのも、技術者の自由な発想を開花させるためのものです。
●航空機品質の電研社を
野村社長は電研社に入社する前、横浜でFRP（繊維強化プラスチック）を素材として小型船
舶などを製造する会社で、設計から製造までに関わっていました。当時「いつかCFRPを扱い
たい」と思っていたそうです。そこで、平成26年にCFRP（炭素繊維プラスチック）の加工会
社を電研社グループに迎えました。CFRPは軽量で強固。産業用機器で特に医療、航空機、宇
宙分野での活用の可能性を秘めています。グループに迎えた当初は、CFRPの加工のみに特化
していましたが、現在CFRPに対応できる金型を製造する機械を導入しました。そのことは、
電研社のケーブルハンガーを生産するプラスチック押出成形の技術と相乗効果を生み出し、新
しい事業領域の目となっています。
また、横浜時代のように、CFRPを設計から製造までを一貫でやりきる体制作りを進めてい
ます。CFRP素材のオリジナル製品は,電研社の技術開発のシンボルになるはずです。今は、ま
だ自動2輪パーツ（写真）などに限られていますが、LCC（格安航空会社）の拡大に伴って発
展する航空業界への参入を夢見ています。その第一段階としてJIS Q 9100（ISO 9001をベー
スに航空宇宙産業特有の要求事項を織り込んだ、日本で制定された世界標準の品質マネジメン
ト規格）の取得をめざしています。聞けば、身長が低くてパイロットへの夢を断念した苦い思
い出があるそうです。そんな野村社長は「現役を引退するころに、一品目でも航空業界に納品
できれば」と言われます。この言葉の裏には「航空業界に一品目でも納品できるということ
は、その他の分野ではもっと大きな市場を獲得している」という意味です。野村社長の終わり
なきチャレンジ精神で“航空機品質の電研社”を作り上げることで、飽和した市場からの脱却を
果たし、新しい市場を開拓し続けることになるのだと感じました。
［経営理念：終わることのない当社の目的］
【1】当社は、社会インフラ、民生・産業機器の分野においてお客様から感謝をいただける
製品・サービスを提供することで豊かさを実感できる社会を下支えします。
【2】当社は、雇用の維持と創出を目指し、より多くの仲間と互いに成長しあうことで
活気ある社会と安心な暮らしに貢献します。

～ 取材を終えて ～
創業50年以上におよぶ歴史ある企業から、時代の変化に対応し、雇用の維持と創出を行っ
てきたということがわかり、多くのことを学び、気づきを得ることができました。
今回の取材では特に、野村さんの「技術開発を推進させ、企業力アップを実現する」という
考えに感動いたしました。
「世界標準」「世界品質」と、世界と未来を見据えた経営戦略を取られている電研社は、た
いへん素晴らしい企業だと感銘を受けました。
技術革新・文化革新が企業を大きく成長させることを、再確認できた取材でした。野村さ
ん、ありがとうございました。
（取材／情報化・広報部

松永・大山）

Profile
企業名： ( 株) 電研社
所在地：大阪市北区西天満
設

立：昭和25年

資 本 金：9,500万円
社 員 数：65名
事業内容: 電力・通信用機材の製造、及び、販売
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