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アイコンの見方
製造業
部品・材料（金属類等）
加工業
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卸売業

製造業
生活資材

製造業
健康・環境

製造業
食品

製造業
クリエイティブ関連

サービス業
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2014年 中小企業総合展

開催実績概要

FOODEX JAPAN 2014
第39回国際食品・飲料展
日時

会場

来場者数

2014年3月4日（火）〜 3月7日（金）
10:00 〜 17:00（最終日は16:30まで）
幕張メッセ 8ホール（第39回国際食品・飲料展
FOODEX JAPAN 2014 内）
75,766名
※来場者はFOODEX JAPAN 2014 第39回国際食品・飲料
展の総来場者数

第43回インターネプコン
ジャパン
日時

会場

来場者数

2014年1月15日（水）〜 1月17日（金）
10:00 〜 18:00（最終日は17:00まで）
東京ビッグサイト 東2・3ホール/
インターネプコン2014
29,105名

出展者数

中小機構ブース（中小機構総合展 in FOODEX JAPAN）

74社

◉ 開催概要
アジア最大級の食品関連専門展示会において、経営革新に果敢に取り
組む地域の中小企業の国内外への販路開拓支援を行った。

※来場者は第43回インターネプコン ジャパンの
総来場者数
出展者数

中小機構ブース（中小機構総合展 in インターネプコン）

192社

◉ 開催概要
アジア最大級のエレクトロニクス製造・実装技術展において、
経営革新に果敢に取り組む半導体メーカー、自動車／電装品
メーカー等の国内外への販路開拓支援を行った。

中小企業総合展2014 in
Kansai
日時

第77回東京インターナショナル・
ギフト・ショー春2014
日時

会場

来場者数

2014年2月5日（水）〜 2月7日（金）
10:00 〜 18:00（最終日は17:00まで）
東京ビッグサイト 東6ホール（第77回東京
インターナショナル・ギフト・ショー春2014 内）
196,378名（海外来場者 3,360名含む）

会場
来場者数
出展者数

2014年5月28日（水）〜 5月30日（金）
10:00 〜 18:00（最終日は17:00まで）
インテックス大阪6号館 Aゾーン
24,455名
301社・団体

◉ 開催概要
経営革新に取り組む国内中小企業・ベンチャー企業の更なる発展を
目指し、国内中小企業・ベンチャー企業等の製品・技術等を展示す
る場を設け、販路開拓や企業間ネットワークの強化を行うビジネス
マッチングの機会を提供した。

※来場者は第77回東京インターナショナル・ギフト・ショーの
総来場者数
出展者数

中小機構ブース（中小機構総合展 in Gift Show）

108社

◉ 開催概要
日本最大のパーソナルギフトと生活雑貨の国際見本市において、経
営革新に果敢に取り組む地域の中小企業の国内外への販路開拓支
援を行った。
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中 小 企 業 総 合 展 i n イン タ ー ネ プ コン 2 014

CASE 11
株式会社横浜石英 代表取締役社長 新川一郎氏

出展者が語る
来場者が語る

株式会社横浜石英

東ベ化工株式会社

目的意識を持って訪れた展示会
ピンポイントな加工技術

見積りから始まる可能性
生き残りをかけた戦いは
展示会での出会いから

石英ガラスの特殊な加工を
高精度で行う横浜石英との出会い
さまざまな材料の加工を業務と

石英ガラスは透明度が高く高温にも強い。先端技
術分野の製品製造において、製造装置の部品とし
て欠かすことができない。この石英ガラスの特性
と高い加工技術を売り込むために、株式会社横浜
石英がとくに力を入れているのは展示会での見積
り依頼の獲得である。

する東ベ化工では、他社からガラ
スの加工の引き合いもある。しかし、
基本的にガラス加工は外注として
おり、技術力や対応個数などの条
件を考慮すれば、仕事を依頼でき

本社社屋。品川区西五反田で創業し、長く
操業していたが、14年前に現在の大田区城
南島に移転した。

る業者は少ない。九州営業所から、
本社工場で研削作業を行っている様子

手作業によるナットの研削。女性のきめ細やかさ
が作業に生かされている

あるガラス加工の問い合わせがあり、対応できる業者を探すために、本社
営業部技術部長の有富淑章氏は展示会に赴いた。

潜在的な顧客開拓のために

近は各展示会の出展にも意欲的である。
「展示会は、名刺交換の貴重な機会と考

それが福岡支社のお仕事だとわかり、直

えています。一つの展示会で少なくとも

接やり取りさせていただくようになり、

150人の方々と交換することが目標です。

ガラス部品が必要なときは弊社に声をか

の精密加工を行ってきた。石英ガラスは

去年は3つの展示会に出展しました。専

けてくださっています」
（新川氏）

透明度、純度ともに高く、半導体の製造

門展の 同業種 でアイデアを得ること

東ベ化工からの発注は、大きくても1

装置には金属部品よりも石英ガラスが多

も大切ですが、今後は 異業種 の新た

センチ角ほどの部品を5 〜 10個。商社

用されるのだという。

な顧客開拓を促進したいと考えていま

を通じて提示されるのは、図面と材質、

す」
（新川氏）

仕上がりの状態などである。技術者どう

展示会への出展を重視
横浜石英は、
創業当初から石英ガラス

代表取締役の新川一郎氏はこう語る。
「日本では、半導体産業の衰退で大手メ
ーカーが石英の生産から撤退しています
が、
加工工場は現在も健在で、
中国・韓国・
台 湾などと奮 戦しつづけています。

見積り依頼先の一社となる
ことからすべての取引が始まる

しの打ち合わせはなく、それだけに技術
力、正確な作業が求められる。
新たな顧客と案件を進める際に大切

これまで横浜石英は中小機構が関係

なのは、まず 見積り である。展示会

1990年の後半くらいからは液晶パネルが

する展示会を中心に出展してきた。昨年

への出展に対応しながら経理をこなす新

出回り始め、
ガラス部品はその検査台な

は中小企業総合展② in インターネプコ

川尚子氏は、
「見積りさせていただき、

どにも使われています。この分野も開拓

ン2014に出展し、大田区に本社を置く

金額が合えば単品注文でも受けます。見

し、現在では半導体と液晶関連で半々の

東ベ化工とマッチングすることができた。

積りを依頼されなければ何も始まりませ

「東京本社の部長様にお越しいただき、

ん。ですから、まず見積り先の一社に加

横浜石英は、インターネット発達の早

その後お電話をいただきました。
『小さ

えていただくことが先決です」と、新た

い時期からホームページで集客につとめ

なガラス部品で数が少ないですが、対応

な顧客開拓への難しさを語る。

てきたが、潜在的な顧客開拓のため、最

していただけますか？』とのことで、そ

割合で部品製造を行っています」
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「インターネプコンで横浜石英さんとお話ができて、改めてこちらからお

れから取引きが始まりました。のちに、

株式会社横浜石英
住所

設立
資本金
代表者
従業員数

本社：神奈川県横浜市旭区都岡
町5-1
福島工場：福島県東白川郡塙町
大字西河内字上福沢1-19
1992年5月
5,000万円
新川 一郎
36名

◉ 企業概要
石英ガラスの精密加工から出発して、パイレック
スガラス・特殊ガラス・シリコン・セラミック・樹
脂・その他非鉄金属などの精密加工が現在の業務
である。大型製品の加工からレンズ・ネジなどの
特殊加工、各種材料の微細穴開け加工までを行う。

◉ 中小企業総合展 in
インターネプコン2014
について
新たな顧客を増やすために、地元横浜で開催され
るテクニカルショウヨコハマをはじめ、新価値創造
展（中小企業総合展・中小機構主催）には東京・
Kansaiなどにはつねに出展している。自社の技術
を必要としている会社が出展し、研究員の来場も
多いと思われるインターネプコンジャパンにも出展
した。そして、新たな顧客である東ベ化工との取
引が始まった。

伺いして内容を説明。それからお付き合いが始まりましたが、それまでは
条件を満たす業者が見つからなかったので、他社から注文を受けてもお断
りすることがありました。高い精度を求められる加工ですが、ミクロン単
位で管理していただいています。横浜石英さんだからできる技術で、現在
一つの案件が順調に進んでいます」
明確な目的意識を持って展示会を訪れることで、効率よく目的を達成し
たことがうかがえる。

住所
設立
代表者

本社工場 東京都大田区城南島4-5-2
資本金
1961年10月
4,500万円
従業員数 68名
佐渡谷 修治

◉ 企業概要
戦後、ベークライトの販売で創業し（社名に由来）
、加工に業務を広げる。現在では、各種の樹
脂をはじめ各種金属、ゴム、セラミックなどさまざまな元材を加工。切削を中心にダイキャスト、
射出、圧空、真空、プレスなどの成型、曲げ・溶接などさまざまな加工に対応する。設計、計測、
試作開発、金型製造なども行う。東ベ化工㈱は、東ベ精巧㈱、東ベ化成㈱、PHILIPPINE
TOHBE CORPOLATIONなどを含めた東ベグループの筆頭である。

◉ 中小企業総合展 in インターネプコン2014について
中小企業創造展 in インターネプコン2014へ来場したのをキッカケに横浜石英との取引きが始
まった。インターネプコンには専門技術を持つ中小企業が多く出展することから、同社はガラス
加工に関する専門技術を持つ会社との繋がりを求め来場していた。そのなかで、中小機構ブー
スに出展の横浜石英と出会い取引きに繋がった。
「横浜石英さんのような技術を持つ会社はなか
なかありません。取引きも順調に進んでいます」
（有富氏）
。
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中小企業総合展 in Gift Show

CASE 12
アシピタが作られているタイの工場

出展者が語る
来場者が語る

岩正織物株式会社

COUXU株式会社

海外のバイヤーを招待して
マッチングを支援

試着してもらうことが
展示会最大のメリット
効果が即実感できる商品

メディア運営で
海外取引の促進
COUXUは2013年に設立された

製品がどんなに素晴らしくても露出や宣伝力、営
業力が弱ければ勝負できない。

日本商品の受託代行会社。アジア
を中心に31カ国のバイヤーと取引

展示会を通じて本物の商品をアピールし続ける岩
正織物が目指す次なるステージとは？

しており、買い手が欲しがる日本製
品を事前に聞き出し、売買の橋渡

海外のバイヤーをギフトショーに招待

し役を担っている。2014年のギフ
トショーでは、日本製のスマートフォンケースを探していた香港やシンガ
岩正織物株式会社 専務取締役 岩田茂裕氏

世界に展開している自社商品「アシピタ」

ポールのバイヤーを招き、出展企業とのマッチングを実現。同社代表の
大村氏は、
「日本企業は海外での販売をやりたいけど、よくわからないとい
う理由などで断念しているケースが多い。そんな会社に海外に出るきっか

明していても半信半疑の顔で聞いている

伝用映像を流し、来場者に注目される工

人が多いです。ただし、女性の方であれ

夫をしている。
「アシピタは画期的な商

ば、その場で履いて、たった数歩歩いた

品ですが、薬事法をクリアしながら説明

岩正織物は社名に「織物」とあるよう

だけで私の説明が本当だったことを実感

しなければならないところがネックです。

に、もともと織物や着物を取り扱う会社

してくれます。展示会で歩き疲れ、足が

宣伝は露出が大事。履いてみせるのも宣

資本金

である。そんな同社が展示会などを通じ

くたくたなのでなおさらですよ。履けば

伝ですが、まず商品を目に止めてもらう

代表者

て今最も力を入れているのが、着物との

実感できる商品だからこそ、PRや露出

ことが大事。認識してもらってからが勝

関連から日本の伝統的な履物や足袋をヒ

の仕方がとても大事なんです」と語るの

負です。
」
（岩田氏）
。

ントに開発した「アシピタ」という商品だ。

は、同社専務取締役の岩田茂裕氏だ。

同社はギフトショーの他にも美容専門

この製品は足指に適度な刺激指圧を与

同社がギフトショーなど展示会に出展す

の展示会にも積極的に出展している。

えることにより、潜在的な体の運動能力

るメリットは、商品の効果効能を実際に

2014年秋の展示会では、新宿のファッ

を高め、足の冷えとむくみを5分ほどで

試せる場であることが大きいという。そ

ションビルの地下で営業する靴屋とマッ

解消し、身体の姿勢を正し、美脚効果も

れを実証したのが、某有名百貨店の展

チングし、過去には大手劇団事務所やテ

高いとして注目されている。特筆すべき

示会に出展した際、百貨店の社員が一

レビ局のプロデューサーからも声がかか

は、世界5カ国で特許を取得し、名古屋

番買ってくれたという事実だ。立ち仕事

ったことがあるようだ。
「最近では海外

大学医学部と機械工学部でも効果を証

の社員が実際に履いて、その効果が瞬

にも積極的に進出し、
タイでも人気が出

明するなど、医学的な見地からも実証さ

時に口コミで伝わったという。

ています。ドイツで行われた医療系の展

履けば分かる
だからこそ重要な宣伝力

れている商品ということだ。
「アシピタについてどんなに説明しても、
実際に使ってみないとその効果は実感で
きません。ギフトショーでもブースで説
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日本から世界へ
着実に広がる認知度
展示ブースでは必ず「アシピタ」の宣

示会でも実際に何社かとマッチングしま
した。
次はアメリカ進出も計画中です」
（岩
田氏）
。
アシピタが踏みしめるステージは、

岩正織物株式会社
住所

設立

従業員数

愛知県名古屋市中村区名駅
5-16-17
─
1,200万円
岩田 一男
─

けを作ってあげるのも我々の使命なのです」と語る。同社ではこのような
海外ビジネスのチャンスを広げるために「セカイコネクト」
（world-conect.
com）というメディアをネット上で運営している。海外での交渉ノウハウ
や各国バイヤーからの情報も掲載しており、商品の仕入れも可能だという。
「日本の輸出額を上げていくことが我々の使命だと思っています。ギフト
ショーも、英語表記の案内、通訳スタッフ、英語での映像PRなどの工夫を
すれば、
海外とのビジネスチャンスがもっと広がると思いますよ」
（大村氏）
。

◉ 企業概要
織物、着物関連商品を取り扱う会社として名古屋
市で創業。現在、同社の主力製品として急成長し
ているのが、伝統的な履物や足袋をヒントに同社
の新事業として開発した画期的な製品「アシピタ」
である。健康および美容にも寄与する女性向けの
商品としてさまざまなメディアでも注目され、現在、
世界5か国でも特許を認定。世界進出も着実に進
め、日本を代表するヘルスケア製品として躍進す
る可能性を秘めている。

◉ 中小企業総合展 in
Gift Showについて
展示会自体がメディア的な役割を果たし、商品を
知ってもらうキッカケになる。ほとんどの展示会に
立ち会ってきた岩田氏は「展示会の最大メリット
は、製品を宣伝する最適なチャンスであるというこ
と。商品が良いと実感すれば間違いなく購入して
くれます」という。展示会はその場で使用して効
果が実感できるので、PR的要素も大きい。今後も
各展示会を有効活用していきたいという。

住所
設立
代表者

東京都千代田区神田東松下町31-1 神田三義ビル4Ｆ
資本金
2013年11月
─
従業員数 6名
大村 晶彦

◉ 企業概要
海外バイヤーをターゲットに日本商品の受託代行を行う会社として2013年に設立。同社は約31
か国とパイプを持ち、日本の製品を買いたくても情報不足などで二の足を踏んでいる海外のバイ
ヤーと、海外と取引したくてもコミュニケーションや些末な手続きなどで敬遠している日本の会
社を円滑に結び付け、最適なマッチングを実現させることを使命としている。海外バイヤーと日
本商品をダイレクトに結ぶ「世界コネクト」
（world-conect.com）というメディアも運営している。

◉ 中小機構総合展 in Gift Showについて
東京インターナショナル・ギフト・ショーは、海外のお客さまに日本製品を実際に見て、触って、
その良さを実感していただけるショーケース的な役割りを果たしている展示会だと思います。そ
のなかで、
「中小機構ブースは、地方の良質な商品があり新商品発掘の場としても今後有効に活
用していきたい」と代表取締役の大村氏は語る。COUXUと海外のバイヤーにとって中小機構ブ
ースは、地方にある商品を直に触れ、説明が聞ける大きな機会だと捉えているようだ。

日本から世界へと着実に広がっている。
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中小企業総合展 in FOODEX JAPAN

CASE 13
株式会社谷口農場 営業部 部長 小関拓哉氏

出展者が語る
来場者が語る

株式会社谷口農場

丸紅食料株式会社

展示会は新商品やメーカー発掘の場
全ての食品が関心の的

新規顧客の獲得は
販路開拓だけでなく
新ビジネスモデルの探索

北海道産ストレートジュースと
確かな生産方法が決め手に
FOODEXでの出会いから谷口農

生産から加工販売までを行う谷口農場は、有機農
法での栽培を行なっており土や人に優しい農業を
目指している。農場と隣接する工場で作る加工品
は、味・鮮度ともに申し分ない。そんな確かな商
品を展示会で紹介。展示会後にいくつかの取引き
が成立した。

場との取り引きが始まった丸紅食
料は、展示会を新商品・メーカー発
掘の場と捉えている。
「私が現在担
当しているお客さまは、美味しくて
添加物が少ないこだわりの商品を

丸紅食料株式会社 食品農産本部食品部
食品二課長 能川小太郎氏

求めていらっしゃいます。そのお客
事務所と隣接する工場。写真はトマトゼリーにラベルを貼っている様子

FOODEXでメイン商品としてPRしたオリジナル野
菜ジュース3種類

さまに提案をするために、展示会に足を運び、条件にマッチした商品・メー
カーさんを常に探しています」と語るのは、食品部課長の能川小太郎氏だ。
谷口農場と丸紅食料は、ストレート野菜ジュースの取引きを行っている。

生は大学を卒業しても思ったところに就

力を入れているのが北海道の素材のみを

職できない。そうすると、新規就農とい

使った『北海道ストレート野菜ジュー

う話になるんですが20代で多額の借金

ス』
。ベジレッド、ベジイエロー、ベジ

1968年に法人化し現在で48年目を迎

のリスクを背負うことは現実的ではない

グリーンの3種類で展開されており味わ

える谷口農場。設立から30年は、コメ

んです。そのことを考えると谷口農場に

いもそれぞ れ。中 小 企 業 総 合 展 in

代表者

中心の農業を行っており法人化されてい

就職できたことは、幸運だったと思いま

FOODEX JAPANでは、この3種類のジ

従業員数

たが家族経営が中心の形態だった。転

すし、感謝しています」と語る。

ュースをメインに紹介をしたところ多く

◉ 企業概要

の引き合いがあった。

1900年に谷口岩次郎氏が富山県魚津市より入植
し現在の基礎を作る。1968年に有限会社谷口農
場を設立。1992年に自社工場を建設、自社ブラン
ド・トマトジュース「ゆうきくん」を開発。2000
年には、農場直営店「まっかなトマト」を開設し野
菜の直売を本格的に開始する。2008年に株式会
社に移行、第16回北海道加工食品フェアにおいて
スイーツトマトで優秀賞受賞。2009年には、旭山
動物園に直営店「ファームZoo」をオープンさせる。

農業の厳しさ
北海道の難しさをバネに

機を迎えたのは、今から約20年前、敷

北海道で農場運営を行っていく上での

地内に食品加工の工場を建設し加工品

難しさを「北海道は半分が冬なので、収

「いくつかの企業さんと取引きをさせてい

の販売を始めたことにより、企業として

穫できる期間が短い。弊社は加工工場も

ただき、実際の成果がありました。大手

整備されていった。

あるので稼働させなければいけない難し

小売店さんに扱っていただいたり、丸紅

さもある。冬場に売れるものを考え工場

食料さんとは人参ベースのジュースを扱

の営業部長・小関拓哉氏は農業法人に

の稼働率を上げることを考えています」

っていただいています。丸紅さんは農産

ついて、
「僕は北海道の酪農系大学を卒

と（小関氏）
。

物も扱っておられるので、今後もいろい

現在、会社の営業部門や管理責任者

業して入社し、今年で13年目になります。
農業に就職したのは農業の現場に興味
を持ったということと自分で農家をやる

こだわりの商品と企画で
独自の路線を貫き通す

ろな部分でお取り引きさせていただける
のではないかと思っています」
（小関氏）
同社は、自社製品の開発販売と同時

谷口農場は、厳しい環境のなか、三

に収穫や加工、田植えなどの体験農場

なると、就職ということになりますが、

健農場（大地の健康、作物の健康、人々

にも力を入れている。体験を通じ北海道

そもそも農場法人自体が少ないんです。

の健康）を理念に掲げ多くの自社製品を

の魅力、農場の魅力を発信している。展

あっても求人が出ていない。農学部の学

世に送り出している。なかでも、現在、

示会への出展も意欲的に考えている。

のがイメージできなかったんです。そう
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株式会社谷口農場
住所
設立
資本金

北海道旭川市東旭川町共栄255
1968年3月
4,400万円
谷口 威裕
25名

◉ 中小企業総合展 in
FOODEX JAPANについて
FOODEXに出展した理由は、新規の顧客を開拓す
ること。単純な販路開拓だけではなく、加工品の
提案などの新しいビジネスモデルを探ることだっ
た。
「今回FOODEXに初めて出展させていただいた
んですが、毎年出ていた展示会だと少しマンネリ
を感じたことと異業種の方があまり来場しないこと
もあって、FOODEXに出展を決めました」
（小関氏）
。
谷口農場は、独自の商品と工場を持つ強みから多
くの出会いに繋がった。

「社内の規定になるんですが、お取引き前にメーカーさんには工場を見せ
ていただくことになっています。工場の運営や衛生面、取引き数の生産が
可能かどうかなど調べさせてもらっています。谷口農場さんは、北海道の
農作物を使った確かな商品としっかりとした生産体制が確立されていてお
取引きをさせていただくことになりました」
（能川氏）
。今後は他の商品の
取り扱いも視野に入れているという。
丸紅食料は、顧客ニーズに対応する総合商社を基本に、OEMでの食品
プロデュース事業などにも注力していく予定だという。
住所
設立
代表者

東京都中央区京橋1-12-5 京橋YSビル
資本金
1974年3月
10億円
従業員数 158名
島崎 隆平

◉ 企業概要
1974年に、食料専門商社（親会社：丸紅株式会社）として設立。飲料事業、食品農産事業（加
工食品、農産物、食品原料など）を2本の柱とし事業を行っている。時代と共に多様化が進む
食のニーズに対応した商品を提供し続けている。飲料事業では、製造工場を傘下におきメーカ
ーとして機能することで飲料製品用原料から家庭向けの製品まで幅広く供給している。食品農
産事業では、味噌が主力事業となり首都圏と関西圏に味噌専門問屋をおいている。

◉ 中小企業総合展 in FOODEX JAPANについて
丸紅食料は、食料専門の商社として常に新しい食品を探しているため、展示会には数多く足を
運んでいる。中小機構のブースに出展している中小企業は、商品力もあり大手との取り引きが
進んでいないところも多数あり掘り出しものの企業が多いという。新しい商品とメーカーの発掘
が命題になっている同社は展示会をニーズ発見の場と捉えている。
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CASE 14
出展者が語る

来場者が語る

株式会社坂製作所

株式会社エナミ精機

未知なる技術への関心
同世代社長へ高まる期待

自社製品で躍進を狙う
展示会活用で潜在
ニーズを掘り起こす

情報交換や見積り検討で
交流してきた両社
創業以来、薄型板金プレスライ

展示会は自慢の技術を見せる場である一方で、想
定外の用途を発見するチャンスにあふれている。

ン、カシメ装置などニーズに合わせ
た加工方法・機械装置を提案し、

自社の製品開発に再起を託した坂製作所は、展示
会をきっかけに躍進する。

開発から設置まで一貫して対応し
ているエナミ精機。独自の視点を
持ちながら優れた金型づくりの技
術を活用し新しい工法の開発に取
株式会社坂製作所 代表取締役 坂 栄孝氏

（上）自社工場。古き良き町工場の雰囲気
（下）改良が進む自社製のコンプレッサー

株式会社エナミ精機
代表取締役 江波 明氏

り組み続けている。
坂製作所の社長とは約3年前、京都機械金属中小企業青年連絡会のメ
ンバーとして知り合って以来の付き合いだという。中小企業総合展2014

悟で開発に着手したのです」
（坂氏）
。結

製品もあります。しかし、当社製品は静

果的に、同社の未来を賭けて作った初め

かで吐出圧力まで上がります。しかも小

ての自社製コンプレッサーの完成が、中

さく、オイルフリーなので持ち運びに便

坂製作所が積極的に展示会に出展し

小企業総合展2014 in kansai出展のキ

利で、工場のセル生産方式に対応でき

ようと決めたのは2010年。それまで同

ッカケになった。完成と同時に京都府の

ます。実は大手自動車メーカーから引き

代表者

社は、切削加工をメインにした下請けだ

経営革新計画承認や元気印中小企業認

合いがあり、現在サンプルで数台納めて

従業員数

けの仕事をしていたが、グローバル化が

証などを受け、
「関西ものづくり新選

います」
（坂氏）
。

進むなかで顧客の製造拠点が海外に移

2014」や「京都知恵ビジネスコンテスト」

転すると受注量が一気に落ち込んだ。そ

を受賞したことで出展を決めた。

どん底から這い上がる覚悟の
自社製品開発

こで、技術を売り出して新規の顧客開拓
に乗り出す決断を下し、2010年に関西

出展者同士のコラボも実現

3日間の展示会で名刺交換できたのは
約150枚。そのうち十数社とのマッチン
グが実現した。また、出展者とのコラボ
で実現した製品が
「ささやきくん」
だ。
「こ

の展示会に初めて出展した。
「初出展の

同社が製作した小型コンプレッサーの

れは、音を吸収して熱に変えるボックス

時は加工品しか展示物がありませんでし

特徴は空気容量にある。今まで市販され

なんですが、この中に当社のコンプレッ

た。それだけではニーズが拾えないこと

ている小型コンプレッサーでも20リット

サーを入れると53dbの音が43dbまで下

も分かっていたので、そこから自社製品

ル以上の空気容量があり重くて騒音が

がるんです」と坂氏も語るように、医療

づくりがスタートしました」と語るのは

大きいが5リットル及び10リットルの製

機器装置の実験などに使用される画期

同社代表取締役の坂栄孝氏だ。
「実は展

品で従来の製品でカバーされない領域で

示会に出展し始めた頃にリーマンショッ

あった。更に、省エネでコンパクトなの

クが起こり、いろんな後押しから自社製

で省スペースにもなり、音も静かである。

品を作らないといけない状況になってき

「同じクラスで音は静かだけど工業用と

ました。まさにどん底から這い上がる覚

して要求される吐出圧力まで上がらない
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的な製品だ。
「展示会は、想定しなかった用途が見つ
かるチャンスもあります。今後も積極的
に出展していきたいです」
（坂氏）
。

株式会社坂製作所
住所
設立
資本金

京都市右京区花園伊町44-12
1973年10月
4,000万円
坂 栄孝
18名

◉ 企業概要
1960年（昭和35年）に創業して以来、
「まごころ
を製品に映して」を合言葉に大手機器メーカーの
下請け部品加工業者として安定した技術力で堅実
な経営基盤を構築。2010年には省エネ・極小型・
低騒音の「SAKAパーソナルコンプレッサー」とい
うオリジナル製品の開発に成功。さらに他社との
コラボにより「ささやきくん」というパッケージ型
コンプレッサーユニットも開発し、現在、自社製品
の量産化を目指している途上である。

◉ 中小企業総合展2014 in
Kansaiについて
展示会では約150社の方と名刺交換し、そのうち
の約1割のお客様とのマッチングを実現した。展示
会は自社技術を披露する場であり、自社製品の想
定外の用途を広げるチャンスでもある。しかも中
小企業だけでなく大手企業も多数来場しており、
ビジネスチャンスは計り知れない。また、埋もれて
いるニーズも掘り起こせ、出展者同士のコミュニ
ケーションも有効だ。出展料の安さからみた費用
対効果も魅力。同社としてはもっと多くの人に自社
の技術を知ってもらいたいというのが願いである。

in Kansaiで坂製作所のブースを訪れ小型コンプレッサーの存在を知った。
「今回の展示会でも出展していたコンプレッサーについて見積りを依頼し
ており自社のニーズにフィットしているか検討しているところです」と語
る代表の江波氏だが、坂製作所が次に開発検討している少し容量の大き
なコンプレッサーへの期待値は高い。江波氏は、
「社長の仕事は外に出て
多くの人と会い新しい仕事を取ってくること」と語る。今後も、展示会を
通じた「未知なるニーズとの出会い」に期待を寄せる。
住所
設立
代表者

京都府舞鶴市大字平小字丁田1757
資本金
1968年３月
3000万円
従業員数
代表取締役 江波 明
35名

◉ 企業概要
1968年の創業以来、独自の視点から、より優れた金型づくりとプレス加工の可能性に挑戦し続
けている。プレス加工では、プレス金型を部品単位で設計・製作し、金型補修部品交換時に高
い再現性を実現。10ミクロン以下の加工精度を追求し、精密部品は三次元測定機で全数検査し
ている。機械装置の設計・開発から製造・組み立てまで一貫生産し、薄型板金プレス自動加工
ライン、大手家電メーカー世界11 ヶ国50社以上の実績を持つ。

◉ 中小企業総合展2014 in Kansaiについて
中小企業総合展には過去2 〜 3回ほど出展している。
「展示会にはこれまで何度か出展しました
が、一回の出展で100社以上の会社と名刺交換でき、その中からいくつかの会社と新たなビジネ
スを生み出せる可能性が広がることは有意義です」と語る江波氏。展示会のメリットは、やはり
「未知なるニーズとの出会いと開拓」だと言い切る。ただ、関西の企業だからこそ「東京だけで
なくもっと関西の集客にも力を入れて欲しい」という要望もある。
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CASE 15
二九精密機械工業株式会社
営業部 係長 吉岡素弘氏

出展者が語る
来場者が語る

二九精密機械工業
株式会社

株式会社がまかつ

開発担当者の情熱とこだわりが
精度の高い釣竿を作り出す

世界初βチタンパイプ
唯一無二の技術が
あらゆる課題を解決する

釣竿を扱うのは人間
感覚の追求に終わりはない
二九精密機械工業との付き合い

世界のなかで二九精密機械工業にしかできないβ
チタン合金を直径6mm以下の小径パイプにする技
術。開発から約7年、手にした技術が各分野のさ
まざまな課題を解決する。ステンレスに比べ軽く
て強固なβチタン合金が展示会をキッカケに世界
に羽ばたく。

は約4年。当時の開発担当者がテレ
ビを観てアプローチをしたのがキッ
カケ。当初は、鮎と船竿に使う穂
先の2種類での取り引きだった。
中小企業総合展2014 in Kansai

兵庫県西脇市にある本社。近くには杉原川
と加古川が流れるおどやかな雰囲気の場所

で「いろいろなターゲット（魚の種
本社近くにある京都工場。ここでβチタン開発などが行われている

βチタンパイプを使った釣竿。穂先に金属を使う
と手に伝わる感覚が研ぎ澄まされる

類）によって、穂先のしなり具合が違うので、そのことを二九さんに話し
たところ『熱処理の温度や時間を変えることでしなり具合が変わりますよ』

飽くなき技術への挑戦

「夢の扉＋」で取り上げられたこともあ
り、100社を超える問い合わせがあった。

つ』さんに来場の案内をさせていただき

そのテレビをキッカケに付き合いが始

ました。そこで、展示商品を見ていただ

創業から約100年、金属の切削加工を

まり、中小企業総合展2014 in Kansai

きβチタンパイプの可能性を更に認識し

得意とし、経験と実績から多くの信頼を

で取引き拡大に繋がったのが、兵庫県の

ていただきました」
（吉岡氏）
。展示会後

得てきた。その実績に胡坐をかくことな

釣り具メーカー「がまかつ」との出会いだ。

には、2種類だった釣竿の種類が10種

技術の先にある多くの出会い

く、更に、技術開発を進化させることで、
二九精密機械工業の技術が世界から注
目を浴びている。
二九精密機械工業が国内外から注目

展示会で再認識
趣味の世界の感覚的こだわり
同社の営業部係長の吉岡素弘氏は、

類にまで拡大した。
同社は、メディカル分野での更なる拡
大を目指しており、2013年にβチタン
パイプの技術を生かした単孔式腹腔鏡

を集めるキッカケとなったのが、βチタ

「通常の釣竿は先端までカーボンででき

手術用鉗子「DraCo」の開発に成功。

ン合金をパイプにする技術。βチタン合

ているんです。カーボンは軽くてしなる

この器具は、平成のブラックジャックと

金は、眼鏡のフレームなどに使われる形

ので使いやすいんですが、先端に金属を

呼ばれる外科医・金平永二氏と共同開

状記憶の金属。曲がっても元に戻る上に

使うと餌の食い付き、手に伝わる感覚が

発をおこない国内外から多数の評価を得

丈夫で軽く、更にはステンレスと比べ錆

違うということらしいです。βチタンパ

た。こちらの共同開発の様子もTBSテレ

びにくいというメリットの多い金属だが、

イプを使って先端部分を作れないかとい

ビ「夢の扉＋」で取り上げられた。
「世

細いパイプにするには難題が多く、開発

う問い合わせを『がまかつ』さんからい

界の人々に二九の技術を役立てたい」と

から約7年かけようやくパイプにする技

ただきお付き合いさせていただくことに

の思いからアメリカやドイツの展示会へ

術を確立した。

なりました」と出会いのキッカケを語る。

積極的に出展し、自社技術のアピールを

この技術に、医療業界をはじめとする

「その後、お付き合いを重ねていくう

多くの企業が関心を示した。TBSテレビ

ちに、弊社が中小企業総合展2014 in
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というお話をいただき、そこからバリエーションが増えていきました」と

Kansaiに出展することになり、
『がまか

二九精密機械工業
株式会社
住所
設立
資本金
代表者
従業員数

京都市南区唐橋経田町33-3
1953年1月
3,000万円
二九 良三
約130名

◉ 企業概要
1917年3月に創業し、1953年1月に法人化。現在
では、βチタンパイプの加工、レーザー加工、各
種研磨、レーザー溶接・ロー付けなどを中心に行
っている。35年前にメガネのフレーム部分のツル
ネジを世界で初めてマイナスからプラスネジに変
えるなどの功績を残している。会社のスローガン
である「4M＋S＝29」は、人・素材・機械・方法
の頭文字のMを取って4M＋S（スキル）が足され
ると二九精密機械工業になるという意味。

◉ 中小企業総合展2014 in
Kansaiについて
2014年の展示会は、特別展示で出展。いままで取
り引きのあった会社などがブースに訪れ価値を再
発見し、取引の拡大につながった。医療分野での
海外での取引が加速するなかで、アメリカやドイ
ツの展示会に積極的に出展。国内では集客の見込
める展示会に出展を予定している。

開発担当者は語る。
βチタンパイプを使用する以前は、カーボンマテリアルやグラスファイ
バーを使い工夫しながら手感度を上げていた。しかし、二九精密機械工
業との出会いによりβチタンパイプを使うことで水の中の魚の動きが手に
取るようにわかるようになったという。
開発担当者は「
『がまかつ』の釣竿はライトユーザーには敷居の高いイ
メージがある。しかし、誰が使ってもさすがと思われるような釣竿を今後
も追求していきたい」と釣竿に対する情熱を語る。
住所
設立
代表者

兵庫県西脇市郷瀬町417
資本金
1955年5月
5,000万円
従業員数 255名
藤井 敏孝

◉ 企業概要
創業以来、釣り具（釣竿、釣鈎、フィッシングウェアなど）を製造販売を行っている企業。
「自
然との共存」をコンセプトに、究極のフィッシング・スポーツを探求している。商品には材料工学、
機械工学、人間工学、人間の勘や感性を取り入れあらゆる角度から開発を行っている。高い技
術力を誇り、世界中に愛好者がいる。

◉ 中小企業総合展2014 in Kansaiについて
同社では、釣竿に使える素材や技術を常に探しており、それらを探す目的で展示会に訪れること
が多いという。
「自分の部署はマテルアル関連ですが展示会には行きます。部署自体がどんどん
新しいものにチャレンジしていくところなので、その為に展示会を活用しています」
（開発担当
者）
。自分が関わった商品で、完璧だと思える商品が年に何個かあると開発担当者は語る。そん
な満足のいく商品を目指し素材や技術を日々探している。

行っている。
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