コラム・商い見せます ¦ 大阪府中小企業家同友会
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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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地域の強みを生かす【つなげる力つなぐ技】

～理念に掲げる“共生”の実践は「好ましい企業風土づくり」に
あった～
ものづくりの街・東大阪といえば、製造業ばかりがクローズア
ップされがちですが、その卓越した技術力や生産方法で作り上げ
たものを世に送りだすには、流通やサービス業といった産業の活
躍が不可欠となります。
「車で半時間この街を回ればものが作れる類まれなものづくり
集積地」と話されるのは東大阪でネジ等の締結部品の販売・コン

（株）シンエイ
代表取締役 鐘森 雅之 氏
（東大阪第2 支部）

サルタント業を営んでおられる「株式会社シンエイ」の鐘森雅之
社長です。取扱品のネジにちなんで理念に掲げた「つながる力つ
なぐ技」を実践しようと、取引先や地域社会の方々との共生関係
に注力してきました。また職場環境にも共生を意識した取り組み
を実践し、本年度東大阪市CSR 経営人権・労働部門の奨励賞を
受賞されています。

●締結部品にこだわる
株式会社シンエイは先代(義父)が1971年に創業、東大阪に社屋を構えて38年になります。
創業以来ネジ等の締結部品の卸販売を主としてきました。販売先は関西を中心に、メーカーと
の直取引がメインで、品目は既製品ネジより特殊金属挽物加工と呼ばれる規格外の別注品の取
り扱いを主流にされています。
昔はミシンやカメラの周辺部品に使われる汎用品が多かったようですが、今は電子部品や検
知器等に使われる精密ネジをメインに扱っておられます。昨年もあるメーカーより水素ガス検
知器に使用するネジに同友会会員が取り扱う高耐食メッキ「ジコラム」を提案。顧客の要望に
加工先の技術を重ねて実験を繰り返し、ライバルの大手企業を抑えジコラムが採用されるに至
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りました。
●大企業から転職
シンエイに務めるまでは22年間、大手企業で勤務されていましたが、2006年、奥様のお父
様が創業されたシンエイの事業継承を要請され入社。4年前に代表取締役に就任しました。
「働く人が主人公であるべきであり、とりまくステークホルダーとの“共生”をめざす企業姿
勢に転換することが、昨今の経済活動に漂う閉そく感を脱却する鍵になるのではないか？」効
率・生産性重視の前企業では、このような観点はいわゆる「非主流」であり、担当業務であっ
た企業理念の再構築を役員会に答申した際も否決されます。もんもんと感じていたこのときの
思いが、シンエイの経営理念の軸にある「共生」に込められています。
●東大阪市より表彰
昨年１月よりCSR(Corporate

SocialResponsibility：企業の社会的責任)活動に着手さ

れます。きっかけは支部の例会リハーサルでした。就労支援事業所の経営者の報告で、障がい
と捉えず個性とし多様性を生かした共生の考え方に我が意を得たりの心境で聴き入りました。
ひるがえって自社の経営理念と照らし合わせた時、あれほどの思いで掲げておきながら、はた
して自身が社長になって社員や地域と共生・発展する関係を「具体的な形」にできているか？
との猛省がこみ上げ、その場を動けなかったそうです。
前職場で違和感を感じた法定雇用率クリア目的のために義務的に障がい者を受け入れる姿勢
が多くの大企業でも散見される一方で、就労支援事業所の小さな施設が障がい者の自主・自立
を心から願い、社員や地域と密接な関わりの中で、相互の発展をめざす姿を目の当たりにし、
ぼんやりと思い描いていた共生関係の具体的な形を示された思いでした。
自社の社是が「一隅を照らす」ならば、自社でできることからまず形にしていこう。以前よ
りネジの袋詰め等の作業を地元就労支援事業所へ委託していたことや、その事業所から職場体
験を数年来、受け入れていた素地があったため、雇用に向けた社内の合意は容易でした。厚生
労働省の「障がい者トライアル雇用奨励制度」を活用し４月には１名の障がい者を正社員とし
て迎え入れました。
反復作業にムラがないことや、検品作業は健常者より厳格などの長所を活かすことで業務上
の成果も表れてきました。何よりもこれを機会に朝礼による業務確認が実施され、各人の業務
状況を全員が掌握できるようになったことで【報告・連絡・相談】の重要性を全員が再認識
し、これに波及した日常会話が日に日に増えていきました。
ことに障がいをもつ社員自身がリーダー役となって整理・整頓・掃除の３S活動に取り組ん
だことで、この様子に触発された既存社員が３Ｓを継続化・簡便化させる社内ノウハウ導入を
望むような意識改革が起こります。同友会の仲間に相談し数度の現場視察を体験させていただ
き、12月にはＫＥＳ（環境マネジメントシステム）の認証にこぎつけＰＤＣＡの管理サイクル
が社内に導入されます。
これに合わせて実施した作業場・水回り場の改装、照明増設、分煙のルール化といった職場
改善が評価されるなど、劇的な経営環境の変化が認められ、思いがけず6月に「大阪府障がい
者サポートカンパニー優良企業認証」を、本年２月には「東大阪市CSR経営人権・労働部門奨
励賞」の受賞に至りました。
●今後の取り組み
障がい者雇用は今後とも継続しますが、基盤となる会社の存続も大きな経営課題です。双方
の課題に対処すべく、本年度中に自身が障がい者でありながらも管理職経験がある人材を正社
員として雇用し課題の改善に挑みます。
短期的には来期中に就業規則を再整備し、有給休暇付与と週休２日制を完全実施に切り替
え、制度の面からも継続的に働ける職場環境を整える計画です。
長期的には、経営理念～指針に則って実施中の環境マネジメントや３Sの方針に即した企業
活動を継続実施し、社内外の方々と共に発展、共生できる企業づくりをすすめていきたいと思
っているとのことでした。

～ 取材を終えて ～
新年度を迎え東大阪に三つの新しい支部が誕生しましたが、その一角である東大阪第2支
部の支部長に就任した鐘森さんは2年前、機構改革の流れに沿って八尾支部から事業所のあ
る東大阪に戻ってこられました。今回、支部長を引き受けるにあたって東大阪では人脈がな
いのでと当初は就任を渋っておられました。物腰の柔らかい姿勢は小グループ内でも人望を
集め「鐘森さんを盛り上げよう」と協力者が続出、たちまちその不安は解消されていきまし
た。
取材時に大企業からシンエイに入社した時、役立ったことは?と質問したところ「前職で
は長年、仕組み(組織)づくりを専任していたので小人数の自社ではその経験を生かすことは
皆無でした」と語っておられました。しかしCSR経営に着手し社員数が増えてきた現在、鐘
森さんの培ってきた組織づくりの手腕の見せどころです。そのことは新支部である東大阪
第2支部の支部づくりも同様です。企業づくりと同友会づくりは表裏一体といわれます。
今回の取材で鐘森さんから「共生」の言葉がたくさん聞かれました。生き様として大切に
されている共に生きる心に感銘を受けました。株式会社シンエイと東大阪第2支部の今後の
発展にワクワク感が増してきます!

注目の“辞書の一ページ”です。

情報化・広報部：鍛冶谷
Profile
企業名：（ 株）シンエイ
所在地：東大阪市本庄西
創

業：昭和46年3月

資本金：1000 万円
事業内容: ネジ等の締結部品の卸売業及びコンサルタント業
ページトップ ▲

丼勘定から法人化に、愛されるキャラクターが企業を存続

車に関わるすべての人と感動と喜びを分かちあいます。
私たちが成長することにより新たな仲間を増やします。
私たちは感謝の気持ちを忘れず互いを尊重しあい愛のある企業を
目指します。

（有）ダイエツオート
代表 泉脇 基寛 氏
（京阪支部）

●会社経営21年、同友会入会20年
「失敗談はいくらでもありますよ。自分が経営しだしたころに資金繰りが苦しくて、どうし
ようと思った時に妹が結婚することになりました。それが6月9日なので、競馬で６－９を１点
買いしたら１００万円入ってきて、母親の給料や資金繰りに充当したり・・・そんな経営をし
ていました。中古車ブローカーにだまされて、入金したはいいが車が入ってこないこともあり
ました」
ダイエツオートは先代の泉脇さんのお父様が、昭和４９年に創業した中古車販売店で、最初
守口市で営業開始しました。トヨタの新車セールスの営業で勤務していた泉脇さんが、トヨタ
を退社して平成4年8月入社、しかし4年後の平成8年1月にお父様が急逝。それまで経営に全く
携わっていなかった泉脇さんは、会社の経理を見ると先代の丼勘定で、これからどうしたらい
いいのか全くわかりませんでした。翌年の平成９年3月に同友会京阪支部に入会したものの、
例会のテーブル討論では参加されている会員との話が全くかみ合わず1年休眠。そんな時に守
口グループ長を命ぜられ、そのキッカケで同友会がどんどん面白くなってくると同友会べった
りになりました。そうなると自分もあんなふうになりたいと思う先輩を見て、経営の目標がで
きました。法人化したのは同友会に入会してからです。どんな経営をしたらよいのか、何かわ
からないことがあれば同友会会員に相談する。そうすることで現在でも会員の皆さんに何度も
助けてもらっていると語ってくださいました。
泉脇さんを象徴するエピソードで一番有名なの
は、結婚する時にお金がなかったので結婚式はしな
いつもりでいたところ、同友会仲間が仲間内で結婚
式を企画してくれ、泉脇さんが大泣きしたそうで
す。そんな仲間から愛され、子どものように感情を
露わに大泣きする、純粋な泉脇さんは誰からも好か
れるキャラクターです。

●仕入れは命
中古車は下取りがメインです。ディーラーよりダイエツオートの方が高く買い取ります。長
年培った独特の勘で中古車を仕入れます。例えば関東と関西では売れ筋、人気車種が違ってい
たので、関東で仕入れて関西で販売。逆に関西から関東に販売する。また海外で人気の国産車
を新車で購入して１年してから輸出すると、関税が安くなって新車で購入した時より高額で販
売したりしてこられました。以前は中古車相場情報誌を購入して価格情報を入手していたの
が、現在はインターネットがメインとなりました。しかしインターネット情報があり過ぎて、
儲けも少なくなり売り上げも減少すると商売も面白くなくなりました。インターネット取引自
体は１５年前からありましたが、１０年前より大手中古車ネットワークがインターネットに進
出し、価格市場が崩されてしまいました。情報のフラット化は実際に購入するお客様には良い
のですが、時代の流れによる若者の車離れで販売台数が減少しており、先行きは非常に暗いで
す。新車の取り扱いもありますが、商売の中心は中古車売買。同友会内だけで会社の経営を救
ってもらい継続取引できるお客様はいませんから、売るのはほとんど外のお客様です。実際車
を購入しようとするお客様は、まずインターネットで車種と価格を調べて、朝から何軒も回っ
て車を実際に見に来られます。ですから商談はお客様が何軒も回ってヘロヘロになった夕方
が、心理的にも商談が成立しやすくなり、そこが攻めどころでもあるそうです。
●同友会きっての情報通
今でも同友会仲間は、何かわからないことや知りたいことがあったらまずは泉脇さんのとこ
ろへ連絡してきます。何でそんなことまで知ってるの？と驚かされかく泉脇さんは絶えず電話
やメールをされています。愛されキャラなので、相手も相談がてら、安心していろんなことを
伝えてこられるのでしょう。こうした情報通という強みが、商いの面で、これからの売れ筋の
予測や新しい戦略の構築に役立っているのだと思われます。
さらにもう一つの強みは、車が故障したらすぐに現地に引き取りに伺えるフットワークの軽
さです。大手ロードサービス会社も顔負けのアフターフォローでしっかりお客様をサポートし
ています。カーセンサーの口コミサイト評価は「店長の人柄がとても良く、こちらの相談・要
望に一つ一つきちんと対応していただき大満足です！！」と５点中4.9点。泉脇さんは経営者
で、信頼する社員が店長です。
課題は資金力。特に高額な仕入れが増えてくると資金負担はかなりの重荷になってくるの
で、資金の回転を早めるためにいろんな手段を必死で考えて実践し続けています。
●障がい者雇用
ダイエツオートでは、ＮＰＯ法人発達障害サポートセンター ピュアより、企業内での実習体
験・仕事の場を提供・協力されています。施設の理事長 桧尾めぐみさんは、ダイエツオートに
中古車購入に来られたお客様で、来社時に例会にお誘いして同友会 東大阪東支部に入会されま
した。他の同友会会員企業でも同じようにお仕事を依頼しているそうです。
●今後の事業展開
人気車種の専門店化もよいのですが、ブームはいつまで続くのか。オプションを仕入れて販
売する車種に装着するのも方法ですが、それがヒットするとみんなが真似をするので、どうし
たらいいか模索中です。
ここで皆さんにお得情報を。「どのメーカーの新車でも相見積もりＯＫです。どれだけ安く
してもらえているか？お教えします」「新車の値引きはどこにも負けません！」「減価償却対
象資産として営業車を購入されるならとてもお勧めの車種があります。その車種はダイエツオ
ートに直接電話してください！」

～ 取材を終えて ～
同友会での役員会では、なんかのらりくらりで掴みどころのない泉脇さん。しかし同友会
内でも人望があり自然と人が周りに集まっています。
今回の取材でわかったことは厳しい業界の中、実直に学んだことを実践していること。人
との出会いつながりを大切にし、つながりを深め仲間にしていることです。
また、顧客との出会いも大切にし、過去に何人かは同友会へ誘い仲間にしているとのこと
です。
事務所内も綺麗に整理されて･･･とは言えませんが、同友会仲間が売っているグッズがあ
ちらこちらにあり泉脇さんの律儀さを感じました。
今回の取材で仕事場での泉脇さんを知ることができ私も泉脇ファンになった1日でした。
情報化・広報部：山田、京阪支部

岡本

写真・文：大阪東ブロック情報化広報石黒
Profile
企業名：（ 有）ダイエツオート
所在地：東大阪市西鴻池町
創

業：昭和49 年（1974 年）

資本金：300 万円
事業内容: 新車、中古車販売、車検、修理、板金、自動車損害保険等
ページトップ ▲

大切な資源のリサイクル～地球環境保全の取り組みを天職として～

大阪の中心部、梅田の近くに近畿産業本社工場、製紙原料の集
荷選別加工場があります。真ん中に設置されたベルトコンベヤー
を分別された古紙が昇っていき、圧縮機にかけられると1 トンベ
ースの四角の塊となり隣のスペースに積み重ねられていきます。
ダンボール、新聞、雑誌などの古紙は同じ種類で集められ、リサ
イクルの行方に従って新たな紙の原材料として製紙会社へと販売
されていきます。
その創業、役割は明治からと非常に古く、またこれからの地球

近畿産業（株）
代表取締役
傍島 真 氏
（新北支部）

環境問題においては欠かすことのできない新しいテーマを持った
産業として、近畿産業は世の中のニーズを担ってきました。資源
を大切にする取り組みから種々の付帯事業を展開し、地球環境保
全への道を一途に辿っていく会社経営をご紹介します。

●古紙リサイクル事業の展開
創業は明治18年、古紙回収販売業、山田商店として発足130年に及び、また終戦後の昭
和23年には近畿産業株式会社に組織変更、現在に至ります。
近畿産業の生産能力は本社工場、長田工場を合わせて年間30,000トンに上ります。古紙回
収先のトップは印刷会社、製本会社などで、そこからの運搬を業とする協力会社の回収
が85％。自社にて引き取りが15％。それはデパートや契約オフィスから回収されます。分別
圧縮後、原材料の用途に応じた販売先は、商社経由による中国や東南アジアへの輸出が20％。
国内需要は北海道から九州までの製紙会社が80％です。
紙の生産は「紙1トンに100トンの水」といわれ大量の水を必要とします。水が豊富な静岡
県富士市、愛媛県四国中央市などの製紙会社へ主に出荷されます。リサイクルは全世界の森林
資源の伐採を少しでも減らし、次世代へと受け継がれる美しい地球の自然保護を望む精神によ
り成り立つものと、その価値を信じています。
●１円のシンボルマーク
「このマークを見て何に見えますか」傍島さんの問いかけに、取材側はじっと会社概要のマ
ークを見ました。近畿産業という社名から木が生え、ECOLOGY（エコロジー）と結んであり
ます。「資源を大切にする、という木のマークですか」と答えましたが、種明かしは1円の表
デザインでした。「近畿産業から木が生まれている。古紙を利用すれば木を切らなくてもよい
のではないか。1円のもったいなさを知ることからリサイクルが始まる」と語りました。ここ
の新入社員研修ではこのマークの意味につき熱を入れて伝えています。
IT革命の取りざたも今は昔、パソコンなしでは仕事はできないという最近の動向で、新聞を
読むのも、本を読むのもデジタル化されていく中、近い将来2050年には紙媒体が２分の1にな
るといわれているそうです。これからは万全と思う一方、逆の心配も出てきました。紙の需要
が落ち込むことがある場合に備えて多角的に業務を改革してきました。
●機密文書細断サービス
個人情報の保護に関する法律が平成15年に施行され、どの企業においても顧客情報の漏れや
預かり文書の始末に神経を使い注意を払ってきました。不要の書類を焼却するに当たっては焼
却炉を持つ会社も少ないし、普通に古紙として出すには抵抗があります。そこで近畿産業では
大型細断機を導入し、パピルスネットワークとして機密文章の引き取り細断サービスを業務に
加えました。
エコアクション21の認定工場としては二酸化炭素の発生を伴う焼却より、細断して再び紙と
して利用できる方法が理想であり、機密漏えいのリスクを背負わないとして顧客からも重宝さ
れています。また更に業務を拡大しオフィス家具、OA機器、パソコンなどをまるごと回収す
るサービスを加え、ビニールやプラスチックなど産業廃棄物の処理も業務にしてきました。
●食べ物を重視する自然農園
近畿産業の環境活動・社会への責任（CSR）の一環は赤目自然農塾です。二代前の社長、傍
島咲子氏が自然農を啓発する川口氏との出会いにより影響を受け、平成3年に発足しました。
コンクリートに囲まれた大阪から子どもたちを連れてきて、自然に触れさせるための道場とし
て開かれました。常時60人くらいの人々が親子で、ご夫婦で参加しています。赤目四十八滝の
山手に棚田を買い、観光農業として有効活用し米を作ります。早春には種まきで苗代作り、田
植えから稲刈りまでの間に農業としては過酷な夏の草取りもあります。この農法は耕さず、肥
料も与えない、農薬も使わない自然農。人にも環境にもやさしい農法です。作る米は赤米。こ
れは稲穂のとげでイノシシやシカが嫌がり、荒らされにくい種類だとか。生き物とふれあい、
自然の営みを学ぶ場所となり、海外や日本各地からも学びに来られるそうです。新卒入社の社
員は田植え、稲刈り、脱穀まで手伝い。来年は草刈、草取りも手伝ってもらおうかと思ってい
ます。古紙が少なくなる中で、自然、資源を大切に、こんな思いを持つ人を育てていかなけれ
ばならないと思っています。
その他本社ビル1階では自然食品店「パラディーテレステ」も営業しています。
●将来のビジョン
現在従業員数は18名。毎年の雇用を継続して40名くらいの総勢になれば新規分野の開拓に
も手を付けたいそうです。同友会の合同求人にも参加しています。新入社員には、入ってか
ら1年以内に製紙会社の見学をしてもらい、自分の業務活動が本当にリサイクルとなっている
かの確認をすることで随分と捉え方が変わってくるといいます。職業としてやるだけでなくそ
の本質を学び、物を大事にする人を育てていきたいと語りました。

～ 取材を終えて ～
家庭から出る僅かの古紙もグループで集めると大きな分量になります。業務上で出た古紙
は大量です。集荷選別し加工することにより原材料として次の生命が与えられる、地球レベ
ルの大きなニーズを掲げ、次世代も必ず必要とされる産業であることを感じました。
大学卒業後、大手鋼管会社に勤めていた傍島さんは義父にあたる先代社長から会社を継ぐ
ことを懇願され大いに悩んだそうです。そのときの社是、経営信条には社会から与えられた
一つの仕事を天職として全うするとうたわれており、心にしみました。そして3年前、代表
取締役を引き継いだ傍島さんの経営理念には、資源の大切さと環境にやさしく人々に信頼さ
れること、感謝と敬愛、企業の進歩向上を掲げられています。この仕事を天職とするゆるぎ
ない社長の理念でした。

Profile
企業名： 近畿産業（株）
所在地：
( 本社ビル) 大阪市北区中崎町
( 本社工場) 大阪市北区南扇町
( 長田工場) 東大阪市長田西
設

立：昭和23 年

資 本 金：5,000 万円
事業内容: 製紙原料の集荷選別加工販売
産業廃棄物収集運搬
自然食品の販売
不動産保全及び賃貸
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自社商品の研究開発と独自化で他社を突き放す戦略

株式会社ダイレオは東住吉に本社があり会長が天王寺支部、社
長が東住吉支部に所属している勉強熱心な企業です。公衆浴場や
その他のパブリックな浴場用の設備機器の部材メーカーで、スイ
ミングプール全般からスーパー銭湯や工場内の給湯システムまで
広範囲な商品ラインナップを取り揃えています。販売先は日本だ
けにとどまらず、最近では海外にも力を入れて営業活動されてい
ます。新規雇用や障がい者雇用にも取り組まれていて社員教育も
実直に行っています。

（株）ダイレオ
代表取締役社長
中山 健太 氏
（東住吉支部）

●企業の成長と発展のために
企業の発展には新卒雇用が大切だと先輩会員からアドバイスされ、その企業にならって毎
年1 ～ 2人の雇用活動をしています。そして、新入社員研修もあわせて受講するように心がけ
ています。同友会外の研修なども活用して中堅社員のリーダー研修も受講しています。成長段
階ではありますが三位一体の経営に着手しています。本社、東京支社、名古屋支社、仙台営業
所を合わせると社員数30人になりました。
●確かな商品の開発と提供
デイサービスの施設にもアクアジムが導入されていて、スーパー銭湯に近い設備が導入され
ています。アクアジムが老人にとってリハビリの運動に使われて喜ばれています。アクアジム
が介護施設やスーパー銭湯で売れる中、岩盤浴のベッドなども開発し岩盤浴の直営店も営んで
いましたが、ブームが去り現在は撤退しています。また、スーパー銭湯のブームも一時期ほど
ではなくできたと思ったら無くなり、入れ替わりの激しい業界となっています。ただ、ダイレ
オとしては新しい施設ができるごとに商品が納入できるチャンスでもあるので、ブームが落ち
着いていても仕事にはつながっており、売り上げは伸びています。ダイレオが扱う商品は耐久
性に優れており、めったにつぶれることがありません。施設ができるときに沢山の商品が納品
できても、メンテナンス契約ができないところが課題となっています。自社商品がライバルと
なってしまうのでしょうか。そのため、メンテナンス性の高い商品の開にも力を入れていま
す。新たな商品を開発することで、従来とは違った業種へのアプローチに余念がありません。
メンテナンス性が必要な商品としては蒸気を活用する経済的な給湯ユニットが、工場の給湯シ
ステムに使われています。市場が小さいために扱っているメーカーが少なく、小回りを利かせ
て安全性をうたい商品力を強化しています。
●かゆいところに手が届く販売戦略
創業当初は単に商品を部材として販売することが多かったのですが、最近はいろんな商品を
組み合わせて、システム提案をするようになりました。そうすることで設計の簡易さや施工業
者さんの手間を省けています。ホームページ作成時には会員登録をホームページ上でしてもら
うと、その図面がダウンロードできるようにして設計士さんが扱いやすくするシステムの導入
もしました。弊社としては部材がどこに使われているかというより必要であればどこに使われ
ようとも、設計士さんが施主さんに提案がしやすい仕組みを構築することで販路を広げていま
す。そして弊社を知ってもらうために展示会にも力を入れています。また、営業方法としては
直接工場に出向いても門前払いされるので、まずはパンフレットなどの資料を添えてダイレク
トメールを工場に送ったりします。OEMで販売する商品は売り上げが薄くなるので扱わず、自
社商品以外の部材に関しては協力企業を紹介するように心がけています。以前は他社商品も扱
ったりもしたのですが、営業活動を行う中でどうせ動くなら、自社商品のために営業した方が
利益も上がるし、何より営業マンの力の入れようも変わってきます。
●海外展開の軌跡
東南アジアを中心に視察を兼ねて、アクアジムの代理店の開拓を行っています。そして、
今後は中国での展示会を定期的に行い認知度を上げる活動をしていきます。2年前ベトナムに
行って気づいたことがあります。暑い国では湯船に浸かって温まる習慣が無いことでした。よ
く考えてみたら分かるのですが、暑い国ではシャワーで十分なのです。それを教訓に中国に目
を向けました。中国には日本人経営のスーパー銭湯が成功を収めました。中国入りする際に弊
社の部材を導入してもらおうと営業をかけたのですが、簡単には扱ってもらえませんでした。
中国でスーパー銭湯が営業し始めると、幸い中国製の部材がつぶれました。その結果、3件目
にはじめて弊社の部材が導入されました。また、タイでの視察でもやはり、介護施設も少なく
暑い国ということで需要はなさそうでしたので、現在は病院中心に引き合いが無いか営業先を
模索しています。

～ 取材を終えて ～
スイミングプール、温浴施設の部材メーカーという特殊な業界で売り上げを伸ばす企業を
訪問しましたが、ダイレオの攻める姿勢を感じられました。業界の外部環境に迅速に対応
し、変革しながら従来製品もきっちり扱い様変わりする世の中の動きに見事に追従している
ことがわかりました。そして、商品開発に力を注ぎ、更なる営業力の強化のため海外展開を
語る中山氏の様子は将来の希望の実現の確かさを感じました。
私も含め学んだことをなかなか実践できない企業が多い中、学んだことを着実に自社に落
とし込み、アクティブに立ち回るダイレオに触発された取材でした。私も自社のペース
で1歩また1歩下がることなく、前に進みたいと思います。

Profile
企業名：（ 株）ダイレオ
所在地：
( 大阪本社) 大阪市東住吉区中野
( 東京支店) 東京都台東区根岸
( 名古屋支店) 愛知県名古屋市中川区八田本町
( 仙台営業所) 宮城県仙台市青葉区水の森
( 研究工場) 大阪市住之江区西加賀屋
創

業：昭和51 年1 月

社 員 数：30 名
事業内容: 公衆浴場やその他のパブリックな浴場用の部材やリハビリ設備機器メーカー及び工
場用スチーム給湯器販売とメンテナンス
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