
共
創

日本には、モノづくりが根づき
中小企業が連携・相互補完しながら共創が行われている街がある。
連携する街のなかで、誘い合い、総合展に出展することで、
共創が進み新しい価値が生まれている。
そんな、連携する街から東大阪、大田区、京都というエリアにスポットをあて、
加速する共創の現場と新価値が生まれる実態に迫る。

中小企業
総合展

東大阪

大田区

京都

街単位の共創を加速

京都エリア

大田区エリア

東大阪エリア
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　東大阪はねじやボルトなどを製作す

る拠点で、大阪市西区の方にも、いわ

ゆるねじ屋がたくさんあります。その

多くのねじ屋が苦手なものを作ろうと

いうのが、私達の基本的なスタンスで

す。多くの同業者と共存共栄しながら

も、他社にできない特殊な加工は結構

オファーがあります。この方向なら自

分の会社の存在価値も高まるし、強み

が明確になります。とくに六角穴のね

街単位の共創を加速

鉄、ステンレス、アルミニウム、マグネシウム、チ
タンなどを材料とするねじ（ボルト）類の製作を表
看板とし、とくにプレス、旋盤などの技術による六
角穴加工を得意としている（トルクス穴加工も含
む）。取り扱い部品は、機械工具、自動車部品、建
築金物、油圧部品、インサート部品、設備建築用
部品、チタンケース、医療器具部品、装飾部品な
どに及ぶ。

◉ 企業の概要

2010年から大阪府、東大阪市などが主催する展示
会への参加を開始し、昨年は中小企業総合展にも
出展。とくに審査により選ばれた会社が参加する
中小企業総合展への出展は意欲的である。ブース
でさまざまな自社製品を展示するだけでなく、アン
ケートに答えてくれた来場者に自社技術を反映さ
せたノベルティグッズを提供するなど工夫してい
る。図面をもとにしたコミュニケーション、その積
み重ねを重視しており、さまざまな提案を行いなが
ら顧客の開拓で成果を上げている。

◉ 中小企業総合展について

三喜製作所は、六角穴の加工技術を得意としているが、専門性にとらわれず、
さまざまな業種やメーカーと関わり、ギブ・アンド・ギブのスタンスで成果を上げている。

展示会に出なければ会社の将来はない

じ類を製作するのが私達の強みですが、

自分の専門分野だけに関わって仕事を

しているわけではありません。東大阪

では、モノ作りの会社が激減していま

す。商社やブローカーにコストダウン

要求をされることが度々あります。良

いモノが作れても値決めがうまくなく

廃業したり転業したりで二代目が育ち

ません。だったら、モノ作りの人間がス

クラム組んで、もっと楽しく儲けていき

たいと思っています。せっかく技術があ

るのだから、同じ考えの者同士、モノ作

ってもっと楽しもうということ。そんな

雰囲気が東大阪にはあります。

　たまたまですが、最近は歯医者さん

と直接取引のインプラントの案件が増

えました。私達、普段、機械工具とか

が課題を持っていて、相談された場合、

まず私は誰かに聞きますね。今まで出

会った人の中から誰かできる人を知り

ませんかと聞く。そうすると、だいた

い知っていそうな人の目星がつきます。

「これ誰か助けてぇな」と言うと、「あ

そこ行き」と誰かが答えてくれます。

そこでまた、いろいろ教えてくれます。

みな200社や300社くらい引き出しを

持っているんですよ。

知られていないのは
存在していないのと一緒

　今は何とか人前で話せるようになり

ましたが、4～ 5年前、私はトークが

下手でした。人見知りするし、臆病で

すし、出不精でした。それが、展示会

への出展で変わってきたんです。自分

としては、展示会なんて非常にハード

ルが高い。しかし中小企業の仲間に「知

られてないのは存在してないのと一緒

や」と言われました。「お前を待って

いるヤツが日本中におんねんぞ。お前、

何してんねん」と年下の仲間に言われ

たんですが、確かにそのとおりなんで

す。だから、やっぱり自分から出てい

かなければということで展示会に出展

するようになり、昨年の中小企業総合

展にも出展しています。

　出展は社員教育にもなりますしね。

社員が生き生きし始めます。それから、

モノ作りが丁寧になりました。だから、

社長だけ出ているのではもったいない。

　展示会に行くと、1日目はみな様子

見をします。出展者同士はなかなかブ

ースを空けることができません。2日

目、3日目の朝は、出展が始まるまで

動き回ります。図面を持った人が「い

いですか」といきなり座り始めて、「こ

れが欲しいんですけど」と言われると、

「それならあそこ行って」と紹介しま

くります。出展者同士の連帯感ですか

ね。そうして、出展者同士がみなビジ

ネスパートナーとしてくっついていき

ます。広いジャンルの人達が集まるか

ら、できることですね。

　中小企業総合展のよいところは、出

展において審査があること。ある程度

選別されると、出展者の質が高くなっ

てきます。それを会場で見ていますか

ら、次回来場するには、やっぱり自分

たちの強みも明確にして行かなければ

なりません。お客さんも「ええ会社ば

かり出ているから、行ったらプラスに

なる。新しいことがある」と思います

よね。

　勝手な話ですが、今回の中小企業総

合展では中小企業家同友会の仲間を

100社くらい一緒に出したいと思って

いましたが、思うようにはいきません

でした。もっともっと仲間には出展し

て欲しいものです。

　出展しない会社は、「自分のところ

には強みがない」と言いはります。私

のところよりも規模は大きいし、社歴

も長いし、60年も70年もやっていて、

住所  大阪府東大阪市渋川町1-10-18
設立  2001年12月
資本金  800万円
代表者  三宅　喜夫
従業員数  2人

有限会社
三喜製作所

三宅社長の、気取らず構えず、率直に、自由にコミュニケーシ
ョンを図る姿勢が、顧客から信頼を集める理由のようである

ねじの話、とくに六
角穴に関することに
なると、時間を忘れ
て説明に没頭。設
計から製作まで最
後までこだわり抜き、
手を抜くことはない

六角（トルク
ス）穴を開け
るプレスマシ
ン用の刃

higashiosaka◦

東
大
阪
エ
リ
ア

高い技術力を持つ
中小企業が集積し
連携の輪が生まれている
大阪平野の東に位置する東大阪市。隣接する大東市などと共に多くの中小企業が集積している。
東大阪エリアの中小企業が持つ高い技術力。そこから生まれる助け合う連携のココロ。
そんな東大阪エリアを拠点とする企業に街単位での中小企業同士の連携そして総合展の話をうかがった。

建築金物などをやっているよりは、数

倍利益率がいいんですよ。それでも、

インプラント業界にしたら、とんでも

なく安いんです。そういう仕事がくる

のもやはり六角穴がキーワードなんで、

その六角穴のちょっとサイズが変わっ

たのを作るのは誰も真似できないんで

すよ。これからの話ですが、今年はイ

ンプラントを一所懸命やっていくつも

りです。ホント、どこで、どんないい

話がくるかわからない（笑）。

　私の基本的な考えは、私を必要とし

ている人に対してできることをするだ

けです。この東大阪で、諸先輩たちか

らいっぱい愛情かけてもらってお世話

になり、50年以上仕事をさせてもら

っています。しかし、その先輩たちに

は何もお礼ができていません。であれ

ば、今できることはギブ・アンド・ギ

ブというか、私を頼ってきた人たちの

相談に乗ることでしょう。

　私の専門外でモノ作りをしている人

中小企業総合展2013 in Kansai
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ではかなりの量の樹脂サッシ製品が扱

われています。寒冷地ということもあ

り、結露の問題などを解消するために

アルミサッシよりも樹脂サッシの需要

のほうが高いのです。そこで、イチイ

さんからニーズをお聞きし、共同開発

を始めたのが、耐火窓や耐火ドアに使

用される「加熱発泡剤」です。イチイ

さんの持つゴム製品のノウハウと当社

の樹脂サッシ用部材の押出成形で培っ

たノウハウがうまく活かされました。

加熱発泡剤――お互いの強みを
相互補完して出来た高付加価値製品

　加熱発泡剤の特長は、昔懐かしい“蛇

花火”の主成分を含んでいることです。

この成分は熱を加えると膨張して密閉

力が高まり、火の侵入を防ぎます。し

かも、他社製の樹脂サッシ用部材はこ

れまで長尺の製品がありませんでした

が、当社の異形押出成形の技術であれ

ば100ｍでも200ｍでも長い製品が作

れます。イチイさんとの共同開発に4

東大阪

　東大阪市は昔から押出成形の会社が

多く、当社も昭和37年に『東穂製作所』

として東大阪の布施で創業しました。

工場は創業者の自宅の庭にトタンで壁

と屋根をつけただけの小さな建物でし

たが、その6年後、工場拡張のために

門真市に移りました。2001年に本社

工場を大東市に移転しましたが、今で

も東大阪市とのつながりは深いです。

　当社の強みは異形押出成形品の技術

と実績、そしてそのラインアップです。

押出成形会社の中でも、これほどいろ

いろな異形押出成形品を出している会

社はほかにないと思います。押出成形

会社が射出成型会社と比べて少ない理

由のひとつは、押出成形に未だ職人的

技術が残っているからです。押出成形

は単に機械設備を入れただけでは簡単

にできるものではありません。昔から

匠というか職人的な要素が高い技術な

街単位の共創を加速

東穂・大阪グループ　開発部主幹の清水正勝氏
中小企業総合展をはじめ数多くの展示会に立ち会
っている

東大阪市に隣接する大東市に本社工場を持つ押出成形メーカーの東穂。中小企業総合展での
出会いをキッカケに同じ大東市に本社があるイチイ有限会社と共同開発をスタートさせた。

地場企業同士お互いの強みを活かして新製品を開発

職人技が必要な押出成形技術と
実績に絶対的自信を持つ

も名古屋に行っても同じように出展者

同士が知り合いになるんですよ。いわ

ゆるアウェー感がぜんぜんないんです。

　毎年パンフレットを製作することに

より、それまで自分の中でABCのCラ

ンクだったお客さんがBランクになっ

たり、Bランクの人がもっと知っても

らうことによってAランクになったり、

非常に効果がありました。

　その理由が中小企業総合展の出展だ

けかどうかわかりませんが、うちは去

年だけでも30社くらい新規が増えて

いるんですよ。ホームページ、ほかの

展示会、異業種交流会などの影響もあ

ったかもしれません。しかし、実際に

取引できているのが、去年だけで150

社と取引してモノを作らせてもらって

います。会長と嫁と社員2人と私の5

人でやっている会社です。だから普段、

営業できないんですよ。そこで効果的

なのが、展示会での短期集中営業です。

ホームページだって、基本的にそれほ

ど金をかけません。

　それでこの3年間、毎年だいたい25

社から30社ずつは増えていますね。

営業活動を何もしなければ、既存の客

は一割から一割五分は減っていきます。

お客さんが廃業したり、職種が変わっ

たりして、現状維持は絶対にありえま

せんね。展示会に出なければ、うちの

会社の将来はないと言い切れます。

　儲かってないという人がいたら「ど

んな営業活動をされていますか」とお

聞きします。「展示会、まず行けると

こから行きや。こつこつと仕事やるの

は普段すませとき」と。勝負をかける

ときは短期集中営業。図面持って展示

会に参加することが大事ですね。

～5年かかりましたが、2013年に新

連携の認可を取得できました。まさに、

「新連携」が定義するように、柔軟に

お互いの強みを相互補完しながら高付

加価値製品を創出することができたの

です。加熱発泡剤は現在耐火住宅用が

メインですが、自動車のエンジン回り

などにも使われています。まだまだ未

知なる可能性を秘めているので、これ

からも新たな分野への拡販にも力を入

れていこうと思っています。加熱発泡

「東穂×つながり」

イチイ有限会社

剤の他にも、イチイさんとは医療用の

マウスピースなども共同開発していま

す。こうして同じ大東市に拠点を置く

パートナーと出会え、「新連携」を取

得できたのも中小企業総合展のおかげ

です。昨年は、中小企業総合展2013 

in Kansaiに出展して多くの出会いが

ありました。今後も新たな出会いの場

を求めて積極的に出展していきたいと

思っています。

異型押出・樹脂押出によるプラスチック樹脂押出
成形品の製造・販売。製造品目は、建築関連部材・
建築内窓・耐震用部材・家電製品・OA機器・一
般家庭用品・医療機器などのプラスチック樹脂製
品または部品など多岐に渡る。

◉ 企業の概要

中小企業総合展は異分野からの出展が多いため、
いろんな分野のお客様が来場する。だからこそ、
東穂が手掛ける異形押出成形品などはまだまだ潜
在的ニーズやビジネスチャンスがあると思っていた。
実際に粘着性の押出成形品に対しては、玩具メー
カーから問い合わせをもらい、製品化が実現。その
他にも蓄光顔料の岩崎製作所、防音壁のブルー＆
ベアとも展示会で出会い、製品開発を進めている。

◉ 中小企業総合展について

住所  
本社・大阪府門真市江端町2-16
大東工場・大阪府大東市御領1-14-34
北海道美唄工場・北海道美唄市東6条
北11（東明工業団地）
設立  1962年9月
資本金  5,000万円
代表者  國本　周生
従業員数  25名

中小企業総合展2013 in Kansai
中小企業総合展①
中小企業総合展② in インターネプコン

株式会社東穂

押出成形で作ったサンプル用の「米」 粘着性の押出成形品

中小企業総合展② in インターネプコンの
東穂の出展ブースと國本社長

どうして強みがないのでしょうか。技

術は十分にあるのに、それを認識され

ていらっしゃらないのです。

短期集中営業で毎年25 ～ 30社
との取引が増えた

　今回の中小企業総合展では、懇親会

に参加してよかったと思いました。し

かし、地方から来た人が大勢参加して

いるのに、大阪府の人があまり参加し

ていなかったのは残念でした。名刺交

換する大事な場面ですし、元気のある

出展者がここに来ているのですから。

　それに今回も審査に合格した出展者

ばかりです。どんな会社でもよいのな

ら出展を考えますが、出展できなかっ

た人もいたのです。それが、私達にスイ

ッチを入れてくれます。今回、総合展は

大阪での出展でしたが、東京に行って

のです。やはり、「人」が作る技術と

いう点も誇るべきところだと思ってい

ます。基盤はもちろん押出成形技術で

すが、最近では特徴のある材料同士を

組み合わせた製品の開発も推し進めて

います。中小企業総合展で出会ったイ

チイさんと一緒に開発した製品も、お

互いの技術を活かして特徴のある材料

を組み合わせて誕生しました。

総合展の出会いをキッカケに
新たな市場へ挑戦

　イチイさんとのはじめての出会いは、

2007年の「中小企業総合展」でした。

イチイさんが得意とするゴムと当社の

得意のするプラスチックは似ていると

ころもあり、一緒に何か開発できるか

もしれないということで話を進めてい

ったのです。当社が手掛ける押出成形

品は、OEMや受託加工がほとんどで

すが、なかでも多いのは樹脂サッシな

どに使用する建材です。実は北海道の

美唄にも工場があるのですが、北海道

住所  大阪府大東市大野1-9-10 設立  1968年7月
資本金  300万円 代表者  市位　政嗣

◉企業の概要 ゴム及び合成樹脂用薬品の製造販売。各
種粉体ブレンド及びウェット加工、石油樹脂等粉砕加工、
各種スポンジ製品成型加工、各種スポンジ配合設計、コン
サルティング業務
◉主要製品 ゴム用加工助剤プラタック／石油樹脂系タッ
キファイヤー粉末クマロン／発泡剤ＶＰシリーズ／尿素系
発泡助剤セルゾール／各種粉体ブレンド品／合成樹脂、ゴ
ム用薬品全般／各種スポンジシート、成型品／コルクシー
ト、コルクブロックほか 膨張前　　　　膨張後
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　私どもは、カメラのシャッターや時計、

医療などの精密機器のばねを専門として

いる会社です。ばねは芸術品ではなく、

機械を動かすための機能になりますから

100％受注生産です。図面や完成品のイ

メージの摺り合わせは行いますが、最終

的にそのばねが何に使われるか知らない

ケースも多々あります。小ロット、1個か

らでも受注しますから、ホームセンター

で売られているばねを持ち込まれて「同

じモノを作ってくれ」というオーダーを

受けることもあります。もちろん、図面

をいただいて、試作を作って進めていき

ますが、お客さんの要望はさまざまです。

　当社が作るばねは、ワイヤーの加工が

専門です。ワイヤーをコイルしたり先端

を曲げたりして加工します。

大田区の変化を肌で感じてこられた小松ばね工業・代表の小松節子さん。街は変わるがモノ
づくりや社員育成の根幹は時代によって変わらない。女性らしさが現場に現れていました。

ある日突然主婦から社長へ。現場と向き合い30年

　取引先は、時代と共に変化していきま

す。以前は、カメラ関係、音響関係、昔

はトランシーバーの部品なども加工して

いましたが、今は電子部品が主流になっ

てきています。

　発注をいただいて、そのとおりに作ら

なければいけないというのはモノづくり

の基本です。もちろんお客さんにによっ

て許容範囲の誤差はさまざまですが、

100万個作っても1個不良品があればダ

メ。それは信用にも傷がつきますし、部

品を作る会社の責任です。

　私は、43歳の時に創業者の養父が急

逝し、いきなり社長になりました。それ

までは、専業主婦でしたから戸惑いもあ

りましたが「自分がやるしかない」と腹

を括りました。他人に任せて気づいたら

いろなプロジェクトがあってそれに参加

して製品化した時、販売はどうするの

か？共同で会社を作るのか？などの課題

は残ると思います。

　現在、大手のメーカーは海外進出し、

部品も現地調達する傾向にあり、国内で

部品を買う流れが減ってきています。日

本のモノづくり、大田区の技術と言って

も仕事がなければ始まりません。「モノづ

くりの街・大田区」と全国的に知られる

ようになり、展示会でも多くのお客様か

ら高い技術に関心を持っていただけます

が、大きな流れでいうと取り巻く環境は、

厳しいと思います。

　私は、ここで30年仕事をしていますが、

時代と共に街が移り変わっていく様子が

ありありとわかります。大田区と言うと

町工場が集積している元気なイメージが

ありますが、街は工場がどんどん減り、

民家やマンションが建っていきますから、

中小企業が、代替わりをしながら事業を

継承していく難しさを感じます。

　それに、若い労働者を集めることも一

苦労です。いくら、モノづくりの街とは

いえ、大田区に働きに来たいと思う人は

少ないです。特に当社は、蒲田や大森か

らバスを使わなければ来られないような

場所ですし、周りにオシャレなレストラ

ンもないので、若い社員を集めるには苦

労をします。

厳しい時代だからこそ
積極的に動くことで活路を見出す

　セミナーなどに行けば、事業の柱を多

く持ちなさい。と言われたりしますが、私

自身は、多角化に走るのはもっと難しい

と感じています。他の製品を作ろうと考

えたこともありましたが、他の分野にも

専門家がいて切磋琢磨しているわけです

から、やはりばねに特化して続けていけ

ればいいと思っています。

　厳しい時代ですから、手をこまねいて

いて待っているわけにはいきません。展

示会には積極的に参加していこうと思っ

ています。中小企業総合展には、少し足

が遠のいていますが、昨年は中小企業

総合展② in インターネプコンに中小企

業ゾーンを設置されると聞き応募し、出

展させていただきました。最終的な取引

まで進んだのは、部品を扱う商社1社で

したが、名刺交換をしたのは70社ありそ

れなりの成果を得られたと思います。展

示会への出展は、われわれの持っている

ばねの技術を使っていただきたいという

思いで出展しています。それが商売につ

ながればありがたいことです。

街工場の未来
そして会社の未来

　中小企業の多くは、資本と経営が一

体となっていますから、やはり家族で経

営を担っています。従業員に任せる考え

もありますが、よほどの信頼関係がない

と難しいと思います。

　私どもは、1989年に秋田に工場を作り、

1997年にはインドネシアに工場を作りま

した。私には、二人の子どもがいますが、

長女が2年前に社長に就任し、息子にイ

ンドネシアの工場を任せてあります。子

昔ながらの建物
に機械が並ぶ姿
は圧巻

大
田
区
エ
リ
ア

時代に流されない職人魂
日々の努力が確かな技術へ
街工場から見るモノづくりの未来
大田区には4,000を超える小規模な工場があります。金属製品や金属加工を専門に行なっている
工場が多く、その製造や加工技術の高さからモノづくりの街として全国的に有名に。
そんな大田区に拠点を構える企業に街と会社の今と昔、そして未来について話しをうかがった。

1941年に創業者小松謙一氏が、東京都大田区にば
ね工場小松製作所を設立。1952年に法人化して以
降は、精密ばねを中心に生産・販売。時計用、電
気機器用、通信機器用、OA機器用、自動車部品用、
その他精密機器用ばね部門に販路を広めており、
特に超精密ばねの技術において他の追随を許さな
い技術を誇る。2011年には、大田区より「優工場」
の認定を受ける。

◉ 企業の概要

2013年は中小企業総合展② in インターネプコン
にて出展。直接的な成約は1社と少なかったが名刺
交換70社、いままで取引のない会社が22社。取引
のない会社との新たな付き合いも生まれた。今後
も、反応のありそうな展示会へは積極的な出展を
考えている。

◉ 中小企業総合展について

住所  東京都大田区大森南5-3-18
設立  1952年12月
資本金  1億円
代表者  小松　節子
従業員数  85名

小松ばね工業
株式会社

会社がダメになっていたでは、後悔して

もしきれませんから、自分がやってダメ

ならあきらめもつきますし、投げ出して

はダメ、自分がやって責任を取るしかな

いと覚悟を決めました。

　昨日まで、主婦だった人間がいきなり

社長ですから、わからないことだらけ。

私は、はじめに現場を知ることからスタ

ートしました。やはり、モノづくりの会

社ですから、現場を知り、社員を知るこ

とからスタートだろうと感覚的に思いま

した。

大田区にある技術の集積
仕事がなくなれば埋もれてしまう

　大田区には、高い技術を持った会社

が多いのは確かです。下町ボブスレーに

代表されるように複数の会社が集まりモ

ノづくりをするプロジェクトがあります

し、大田区も熱心にサポートしています。

対外的にモノづくりの街としてPRできる

のでいいことだと思います。ただ、いろ

OTA◦

小松ばね工業本社外観の様子

オーダーを受けて機械の調整をする職人

街単位の共創を加速

小松ばね工業株式会社　代表取締役会長　小松節子さん

中小企業総合展② in インターネプコン
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製作中の制御盤

事務機、半導体装置、医療機器、立体駐車場・住
宅設備などの分野においてワイヤーハーネス・ケ
ーブルの設計・製作を行う。国内事業所として茨
城工場と京都営業所を持ち、海外事業所としてイ
ンドネシア工場とシンガポール事業所がある。イ
ンドネシア工場では自社のソレノイドを設計、試
作、量産。

◉ 企業の概要

関東の展示会では産業交流展（東京都主催）、大
田区加工技術展示商談会、中小企業総合展② in 
インターネプコンなどに毎年出展しており、関西で
は中小企業総合展 in Kansaiに5年連続出展するな
ど積極的に対応している。ブース周辺でのプロモ
ーションとしてチラシ配布に重点を置いている。

◉ 中小企業総合展について

住所  東京都大田区西蒲田6-21-4
設立  1975年10月
資本金  3,000万円
代表者  谷口　智一
従業員数  80名

株式会社
弘和電材社

の広沢電機工業さんと知り合っていろい

ろな取り引きをさせてもらっています。

　私どものいわゆるハーネス屋の仕事は、

さまざまな電気配線の設計･制作です。

電線を指定の長さに切り端末を加工し、

コネクタに差すなどの加工を行います。

産業機器などに使われるものは20メート

ルにもなりますが、一番多いのはさほど

長くはない事務機などのハーネスです。

ほかに半導体製造装置や医療機器など、

かなり手広くやっています。事務機に関

しては37～38年の経験があり、創業の

翌年からやっています。

　現在ではいろんな電化製品ができてい

ますが、全体的にハーネスの生産量が

上がっているかというと、国内では決し

　当社では、配電盤や制御盤など、電

気機械器具という分類のものを製作して

います。基本的に一品一様、つまり一台

一台、同じものがありません。これらの

配線作業では、担当者が電線を一本ず

つ手道具を使って切ったりつなげたりし

て、自分の手で行います。

　たまたま昨年、同様のものを300台以

上製作し、年度内に納入する仕事を受注

しました。しかし、従来のように一本ず

つ配線する方法で製作していたのでは効

率が悪すぎます。どうしようか考えてい

たとき、以前、社内の者が中小企業総

合展② in インターネプコンでハーネス

製作の弘和電材社の方と名刺交換させ

ていただいていたことがあり、私のほう

から連絡を差し上げることにしました。

てそうではありません。たとえば複写機

などは、今ではメーカー自身が海外で作

っており、過去と比べるとダウンサイジ

ングしているので、電線の使用量も少な

くなっています。携帯電話やスマホなど

の情報通信端末になると、回路は複雑

ですが、基盤で集約されているので電線

らしい電線をあまり使いません。

　そこで、新たな顧客と出会うために、

展示会への参加が重要になります。とく

に中小企業総合展 in Kansaiは、これま

で5回連続で出ており、今年も参加を予

定しています。

各種展示会に積極的に参加
関西での知名度アップを図る

　関東ではいろいろな展示会に出展して

いますが、関西で知名度を上げてお客さ

んを増やすためには、やはり関西の大き

な展示会に出るのが一番です。昨年の

出展では、3日間で90社のお客さんと知

り合うことができました。これは、中小

企業総合展など大きな展示会でなけれ

ばありえません。

　今年はジェカ・フェア（JECA FAIR）

も同時開催されます。もとの電設工業展

で、私どもの業界に非常に近い展示会

　最初のプロトタイプは、うちの人間が

従来の手作業で製作しました。それをも

とに解析しながら、ハーネスを機械加工

大手企業数社との取引も行う弘和電材社だが貪欲に各展示会へ出展。大田区で創業して38
年、各地に工場を設立するまでに。ワイヤーハーネスの設計・製作での守備範囲は広い。

中小企業総合展 in Kansaiへの5年連続出展が奏功

広沢電機工業は、制御盤の配線で電線を一本ずつ這わせていたが、それでは大量受注でき
ない。そこで考えられたのが配線のハーネス化。綿密な下準備がそれを可能にした。

手作業の配線をハーネス化し制御盤の大量受注をこなす

たいという思いより、厚みのある会社と

して、技術ではどこにも負けないという

組織を作っていきたいと思っています。

そのためには、コミュニケーションが大

事、人が大事だと思います。モノづくり

に携わる人間は、感性が大事だと思って

います。美しいものを美しいと感じるコ

コロ、相手に素晴らしいと言ってあげら

れる気持ち、自分が作ったものに惚れ惚

れするようなときめき。豊かな感性と知

識がどんな商売でも同じだと思いますが、

モノづくりには特に豊かな感性と知識が

求められると思います。

　そして、挨拶や掃除ができることは、

社会人としての基本です。その当たり前

の事ができていない時は注意します。又、

他人が集まり一企業で共に過ごすわけで

すから目についたことは、積極的に口出

して、職場環境を整えていくのも私の役

目だと思っています。

総合展から地元のつながりもできてよか

ったですし、今後もさまざまな出会いを

求めて中小企業総合展には積極的に出

展していくつもりです。

ども達が協力してくれて本当にありがた

いです。インドネシアへの進出は、次の

世代の事を考え決めました。当時、中国、

タイ、ベトナムなどが候補として考えら

れましたが最終的にインドネシアに決め

たのは、現地を視察して進出の条件面云々

よりフィーリングで決めた部分が大きか

ったです。現在、インドネシアの工場は

お陰さまで好調な業績を挙げています。

　会社の未来を考えると、拡大していき

です。毎年、東京、大阪と交互に開催

地が変わり、今年は大阪開催になります。

お客さんも期待して来られますので、今

年は私どものブースを覗いてくれるお客

さんも多いだろうと期待しています。

　また逆に、私どもがジェカ・フェアの

ブースに売り込みをかけに行きます。中

小企業総合展のほうでハーネス加工の

ブースを出しているから、ぜひ見にきて

ほしいと技術者の人たちに呼びかけます。

この展示会に出展している会社には、制

御盤の会社が多いですから。

展示会における営業戦略の中心は
チラシ配布によるPR

　制御盤でも私どもがお手伝いできると

ころがたくさんあり、じつは大田区の制

御盤メーカーも昨年から今年にかけて、

私どもが提供したハーネスでかなり工期

を短縮できました。

　出展にあたって、私どもはブースを手

作りしています。展示品やパネルなども

全部作ります。一番のポイントがはチラ

シ配りです。両面カラーで800枚作って

も、2万円もかかりません。これも自社

でデザインしますが、3日間の展示会で

500枚以上は配りますね。とにかく私ど

もの営業戦略の中心はチラシ配りです。

感触のある人は必ず受け取ってくださり、

社に持ち帰ったあとに別の人から連絡が

くることがあります。

　中小企業総合展に出展し同じ大田区

して作るにはどうすればよいか、長い時

間かけて打ち合わせを重ねました。

　今回、距離も近い同じ大田区の弘和

電材社さんと共同で作業を行い、予定ど

おりに納品できたのも、展示会で名刺交

換をしたお陰だと痛感しています。大田

区同士これからも関係を大切にしていき

たいと思っています。

「弘和電材社×つながり」

広沢電機工業株式会社

住所  東京都大田区西糀谷2-13-14
設立  1957年1月 資本金  7,700万円
代表者  林　恭生 従業員数  ─

◉企業の概要 動力制御盤、自動制御盤、中央監視版、
コントロールセンター分電盤など電気機械器具の設計、製
作、販売、修理、改造などを行う。国内に大阪営業所を持つ。
◉出展 動力制御盤、自動制御盤、中央監視版、コント
ロールセンター分電盤など電気機械器具の設計、製造、販
売、修理、改造などを行う。大田区に本社と工場を設立後、
1959年に大阪に営業所を開設。2010年には大田区「優工
場」総合部門賞を受賞。電気工事士、電気製図技能士、配
電制御システム検査技能士など有資格者を多く擁している。
工業系企業や電気関係の独立行政法人などと取引を行って
いる。

広沢電機工業株式会社 生産本部
生産管理部長の尾山 淳氏

大田区街単位の共創を加速

株式会社弘和電材社
経営管理室長　谷口浩司氏

中小企業総合展② in インターネプコンでの様子 ワイヤーハーネスケーブル

中小企業総合展2013 in Kansai
中小企業総合展② in インターネプコン
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京
都
エ
リ
ア　当蔵は2011年から「地域資源活用

事業」に参加しています。地域資源活

用事業とは、地域で生まれた産業資源

を活用して、中小企業者などが商品を

開発したり、需要の開拓などを行う事

業のことです。当蔵はこの事業におい

て、京都の伝統的甘口清酒製造技術を

もとに、麹に含まれる数十種以上の糖

化酵素とタンパク質分解酵素の活性を

制御する技術を用いて、米と米麹を原

創業から約120年。清酒の製造、販売を行っている。

◉ 企業の概要

地域資源の認定商品を中心に出展し、米麹シロッ
プ、米麹パウダーや『白い銀明水』の試飲会、サ
ンプリングを実施。展示会のメリットは、自分から
出向いて挨拶しなければならない顧客の方からブ
ースを訪ねてくれること。期間中に名刺交換した
数は約150枚くらいで、マッチングはお酒の小売、
洋菓子、食品卸など10件ほどあった。今後も販路
拡大を促すために積極的に展示会などに出展し、
着実にネットワークを広げていく予定だ。

◉ 中小企業総合展について

120年の歴史を持つ佐々木酒造が、今、新たな挑戦を続けている。それが、
京都市産業技術研究所、京都大学などとの産学連携で開発した天然食品原料だ。

京都の麹糖化技術を活用した天然食品原料の開発

料に、従来の糖化飲料になかったオリ

ゴ糖やアミノ酸などの機能成分を多く

含む、天然食品原料を開発しています。

その原料を使って造ったのが、ノンア

ルコール飲料（天然糖化飲料）の『白

い銀明水』です。

　“銀明水”とは、昔、千利休が茶の湯に

も使ったといわれる水のことです。実

は、当蔵のある京都上京の地は、関白

秀吉の邸宅「聚楽第」のあった場所に

あり「出水」という地名が残っている

ように、良質の地下水に恵まれた場所

です。そのため、この商品は、地元の

良質の原料と良質な地下水を使用して

生まれた商品なのです。

　現在の健康飲料は主成分に乳化剤な

どの工業製品を用いて、多くの栄養素

を配合させて作られていますが、今後

は天然志向の栄養補助食品に対するニ

ーズが高まると予想されています。こ

の事業では、日本人に最もなじみ深い

食品である“米”を使用し、天然素材

のみを原料とした他に類を見ない新し

い栄養機能食品として売り出していま

す。また、健康志向の高まりを背景に

さまざまな日常生活の場面において、

ビタミンやミネラルなど不足しがちな

栄養素を摂取できる製品が多く出回っ

ています。また、食事代わりの手軽な

栄養補給として“飲む食事”が人気と

なっており、手軽さと栄養価をコンセ

プトとした栄養飲料市場は拡大傾向に

あります。一方、米の新しい食べ方と

して米粉市場がここ数年急速に脚光を

浴びており、米を原料にした商品のニ

ーズも高まっています。『白い銀明水』

は現在も改良を重ねて販路も拡大し、

着実に売れ行きを伸ばしています。最

初はこれまで日本酒の取り扱いのある

問屋さんを使っていたのですが、それ

以外にも、地域のスーパー、料理屋さ

ん、ビアガーデンなどに置いていただ

けるように努めています。また、全国

随一の部数を誇る通販雑誌での取扱い

も決まり、さらに特集記事も組んでい

ただきました。認知度はまだまだ低い

ですが、少しずつでも知られるように

なればいいなと思っています。

酒蔵のオフシーズンも有効活用
今後の日本酒造りにもプラス

　この天然糖化飲料の生産は当蔵にと

って酒造りのオフシーズンにあたる春

夏に製造販売できる商品として画期的

なものです。日本酒造りは基本的に季

節雇用になります。秋に新米がとれて、

その新米を使って冬場に酒造りをする

ため、春になれば酒造りは終わり、半

年間はオフシーズンになるというわけ

です。昔は出稼ぎ労働者が酒蔵にかな

り働きに来て、半年仕事して帰ってい

くということで人員を確保していたの

ですが、今は若い人が町で就職をして

しまうので、出稼ぎ労働者がほとんど

いなくなりました。第一次産業の衰退

もありますが、後継者を確保するのが

厳しいということで、地元の人を雇う

ことにしています。秋冬に酒造りはし

ていますが、春夏に仕事はありません。

そこで、一時的に流行ったのが地ビー

ルの醸造です。秋冬に酒を造って、春

夏にビールを造る。こうして年間の人

員も確保していこうという流れが出て

きたのです。しかし、ビールは日本酒

と製造技術も設備も違うので設備投資

が結構かかります。地ビールは、一時

的なブームにはなりましたが今は厳し

くなっているのが現状です。そこで、

最近流行っているのが清酒メーカーが

造る梅酒やリキュールです。ただ、こ

れは酒蔵が培ってきた技術をあまり活

用できていないのが現状です。地域資

源活用事業でご協力いただいた京都市

産業技術研究所のアイディアは、麹造

りなどの酒造りの技術を活用したまっ

たく新しい飲み物を造ることでした。

『白い銀明水』はひとつの研究事業と

して、日本酒造りの技術向上にも役立

つと思いますし、専門の先生方と一緒

に製品開発するわけですから、原料と

なる米の研究、麹の活性など、いろん

な面で今後、日本酒造りをしていく上

でプラスになっています。

京都の会社同士で連携
米麹のコラボお菓子として注目

　地域資源における関係事業者との連

携は、各種技術指導や事業化支援に関

し、大学や支援団体等との協力で進め

ています。また、原料となる米の提供

に関しては、JA全農京都府本部にも

協力をお願いしています。なお、当蔵

で造った米麹シロップ、米麹パウダー

は、主に食品商社などを通じて食品・

菓子メーカーなどに業務用販売を行っ

住所  京都市上京区日暮通椹木町
 下ル北伊勢屋町727
設立  1893年
資本金  ─
代表者  佐々木　晃
従業員数  18名

佐々木酒造
株式会社

軸足は日本酒に置き、いろんな技術を活用してよりいい商品を造りたいと語る代表取締役の佐々木晃氏

京都産業技術研究
所などの協力を得
て開発した白い銀
明水、米麹パウダ
ー、米麹シロップ

佐々木酒造外
観。創業120
年を超える洛
中の酒蔵だ

モノづくりの伝統が息づく街
新しいものを取り入れる事にも
意外なほど積極的でした
京都にはさまざまな伝統文化と同時に、進取の気風に溢れ、
新しいものを取り入れて融合させることで、モノづくりの技術が磨かれてきた歴史がある。
ここでは、新商品に挑戦している佐々木酒造、杖の新しい市場を生み出したつえ屋にスポットを当てた。

KYOTO◦

街単位の共創を加速
中小企業総合展④ 
in FOODEX JAPAN 2014
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　当社は京都で創業した店ではありま

すが、決して歴史や伝統のある店では

ありません。しかし、京都で創業して

いるというだけで「伝統」を感じてい

ただけるというのは正直ありがたいこ

とです。私も京都で生まれ育った人間

ですから京都で商売をすることに対す

る誇りと敬意だけはつねに忘れること

はありません。

従来の杖のイメージを払拭
利用者目線に立った
商品開発で売上アップ

　当社が取り扱う商品は“杖”です。

従来の杖のイメージは「あまり持ちた

くないもの」であり、差別・区別され

るような商材でした。しかし、そんな

マイナスイメージだった杖を、「おしゃ

れ雑貨」として見せ方を変え、バリエ

ーションを取り揃えたことで眠ってい

た市場を掘り起こしました。設立して6

年ですが、売り上げは年々伸び、店舗

数も着実に増え続けています。もとも

と私は30年近く車椅子などの介護用品

の卸しをやっておりました。

　そこでの経験から、6年前に杖の専門

店を設立したのですが、当初は思うよ

うに売れずに、「もう辞めよう」と考え

た時もありました。しかし、私が目の

病気を患い、視力を急激に落とした時

に気づいたことがありました。それま

で商品として捉えていた杖を、使う人

の目線、高齢者の目線で捉えていなか

ったことに。それからは、生まれ変わ

ったように使う人の目線で商品を開発

することに努めました。たとえば、視

力が落ちたために見えやすいように柄

を大きくして色を派手にした杖を開発

したところ女性の高齢者が飛びつきま

した。それからは、カラーバリエーシ

ョンをどんどん増やしていく度に売れ

行きも伸び始めました。少しお洒落を

して食事に出かける時に杖を明るいも

のにすると雰囲気も変わります。また、

冠婚葬祭によって杖の色を使い分けた

り、服装や場面に合わせて杖を変える

というニーズも生まれたのです。また、

色やデザインだけでなく、暗闇でも安

心して歩けるLED照明付伸縮ステッキ

など機能的な杖も次々と開発しました。

これらの商品は私のアイディアだけで

なく、お客様の声からも生まれます。「こ

んな杖がほしい」と言われればすぐに

作ります。徹底した使用者の目線でも

のを作り、売る。それを継続していく

うちにアイテム数がどんどん増え、今で
店内にはバリエーションに富んだ
さまざまな杖を取りそろえている

つえ屋は京都で6年前にオープンした杖の専門店。杖に特化した経営戦略で急成
長し、京都商工会議所の「創造的文化産業」のモデル企業としても選定されている。

杖のイメージを一新。コラボを推進する注目企業

ています。ただ、地元の会社と連携し

て、米麹パウダーを利用した『糀乃菓』

というお菓子を開発した事があります。

このお菓子は、2010年の地域イノベ

ーション創出研究開発事業テーマ

「100%国産米原料による製菓用シロ

ップ・粉体の開発」にかかわった当蔵

と、種麹の菱六さん、小川珈琲さん、

そして、京都市産業技術研究所などの

協力を得て約3年をかけて開発され、

現在、小川珈琲さんが販売しています。

これら米麹商品の開発でご協力いただ

いた京都市産業技術研究所は、今でも

有効に活用しています。大手酒造メー

カーなどは自前の研究所を持っていま

すが、中小の蔵元は分析技術も貧弱で、

品質面で大手と渡り合うというのは現

実的には厳しいです。しかし、京都市

産業技術研究所は大手に負けないくら

いの分析機器もそろっており、技術的

アドバイスもしてくれるので本当に助

かります。醸造に関してもアドバイス

してるので、いわば、我々の研究所の

ような存在です。

FOODEX JAPAN 2014の
出展で商品の拡販と
認知度アップをはかる

　アジア最大級の『食』の専門展示会・

FOODEX  JAPAN 2014でも、地域

資源の認定商品を中心に出展し、米麹

シロップ、米麹パウダーや『白い銀明

水』の試飲なども行いました。展示会

では商品をなるべく多くの人に知って

もらうことが大事ですから、とにかく

試飲をたくさんしていただきました。

今は関西と東京が中心ですが、少しず

つ全国に広げていきたいです。ただ、

当蔵の本業は造り酒屋ですから、その

事業を継承するのが一番の目的です。

それを継承していくためには日本酒だ

けでは厳しいかもしれません。ただ、

軸足は日本酒に置いて、一方でいろん

な技術も活用して吸収し、よりいい商

品を造っていく。これからの時代は、

新しいものを取り入れ、さらに高めて

いくという姿勢が今まで以上に求めら

れると思います。

は9,000以上に及びます。

異業種からも注目の
新鮮な商材
出展者同士での共創も実現

　中小企業総合展には2012年、2013

年と2年連続で出展しました。総合展

は異業種の会社が集まる展示会だから

こそ出展する意義があると考えていま

す。もし、介護用品専門の展示会であ

れば、ニーズは介護・福祉系の関係者

だけに限定されますが、総合展はいろ

んな業種が集まっているので潜在的な

ニーズが眠っています。そこが魅力な

のです。極端な話、建築関係者が当社

の杖を売ってもいいのです。当店の杖

はバラエティに富んだおしゃれ雑貨な

ので、どんな業界の方でも売ることが

できます。実際、当社のブースは来場

者の方ばかりでなく出展者の方からも

注目されました。当社の商品を売りた

いという来場者といくつかマッチング

しましたが、出展者同士でマッチング

したケースもあります。2012年の総合

展で、当社のブースの裏手がショッピ

ングバッグなどを作っている敷島産業

さんでした。すでに顔なじみになって

いましたが、話をしていくなかで、当

社の折り畳み杖を入れる袋を作るとい

う話に発展していったのです。現在、

敷島産業に当社の折り畳み用杖用の袋

（7色）作っていただいており、購入さ

れた方にプレゼントしています。

地元企業との
コラボ商品も続々誕生

「創造的文化産業100社」にも認定

　お客様の要望から発想し、京都の会

社同士の連携で生まれたコラボ商品も

あります。その商品は、使いなれた杖

を家の中でも使うにはどうすればいい

かという相談を聞き、「杖に靴下を履

かせる」というアイディアから生まれ

たものです。そこで、どうせ作るなら

おしゃれで京都らしいものがいいとい

うことで、京都で有名な一澤信三郎帆

布に卸している業者とコラボして完成

したのが「杖ソックス」なのです。ま

た、西陣とのコラボレーションでは、

高級杖に組紐を使用したり、絵を描い

たりしています。

　京都にはさまざまな伝統文化が息づ

き、同時に、進取の気風に溢れ、新し

いものを取り入れて融合させることで、

モノづくりの技術が磨かれてきた歴史

があります。実は、京都商工会議所で

はこのようなコラボレーションにとて

も積極的で、新たな「顧客創造」を実

現するユニークな会社を100社選定し

ています。京都の強みを京都産業の発

展の原動力とするために、個人の創造

性を最大限に活かすことで新たな文化

的価値を生みだし、付加価値の高い商

品・サービスを提供している産業群を

「創造的文化産業（クリエイティブ産

業）」と名付けて選定しているのです。

光栄なことに、当社もその中の1社と

して選ばれています。

　これからもモノづくりの街・京都に

根差し、利用者の心を支える杖を提供

し続けます。

国内唯一の杖・ステッキの専門店。カラフル木製
ステッキ、アルミステッキ、細工ステッキ、和風柄
ステッキ、折りたたみステッキ、カーボンファイバ
ーステッキ、カーボンステッキなど、そのアイテム
数は9,000以上で約11万本の商品数を誇る。杖・
ステッキにおけるいかなるニーズにも対応できるの
が強み。現在、京都、大阪を中心に着実に店舗数
を増やしている。

◉ 企業の概要

中小企業総合展は販路拡大と会社の認知度を高め
るために出展。展示ブースでは、見て触ってもら
える展示にこだわった。来場者としても足を運ん
だこともあり、さまざまな業種が集まっているとこ
ろに魅力を感じる。異業種の中に潜在的なニーズ
があるので、それを掘り起こすことも重要だ。

◉ 中小企業総合展について

住所  京都市中京区丸太町通西洞院
 西入ル横鍛冶町114
設立  2008年
資本金  1,000万円
代表者  坂野　寛
従業員数  5名

株式会社つえ屋

総合展でマッチングした会社が作った折り畳み杖用の袋

つえ屋グループ代表　
坂野寛氏。使用者の目
線に立った商品開発で
売上を伸ばしている

京都の帆布業者とコ
ラボして開発した
「杖ソックス」

京都街単位の共創を加速

中小企業総合展2013 in Kansai
中小企業総合展③ in Gift Show
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