
売れるモノづくりのススメ
清水栄次の

三和メッキ工業株式会社 取締役専務。
ISMSを業界初で取得（ISO9001、14001と統合）。 2004年に個人専用のめっ
きサイトを立ち上げる。2005年、エミダスホームページ大賞のグランプリを受
賞。パーソナリティを勤める「全開！福井あばさけビジネス道（ＦＭ福井）」が、全国
FM放送協議会「JFN賞2006激励賞」を受賞。2008年2月には携帯サイトをオー
プンした。また、トラブルハンターズ “スカイパー 4”の顔を持ち、スカイプで国内外
のめっきに関するトラブルを解決している。

【プロフィール】

http://www.sanwa-p.co.jp

第20回

 ビジネスをしないと駄目です。
　巷では、「twitter」「facebook」などのＳＮＳが流行っておりま
すね。いろんな人がビジネスチャンスと捉えているのか、日常業
務のように書き込んでおります。また、すべてのメディアも「救世
主」が現れたかの如く、日々取り上げておりますね。
　また、「もしドラ」をはじめとした「漫画」による「マネジメント系」
の本も流行しております。本屋さんには「ドラッカーコーナー」が
どこに行ってもございます。これも「救世主」のように取り上げられ
てます。そして経営者や社員のみなさんが思うのは――
「もっとマネジメントを勉強しなきゃ！」
「ドラッカーやコトラーの手法を学べば、自社も不景気から脱出
できる!!」
　このような風潮があるような気がしております。違いますかね？
そういう私も、ＳＮＳもやっておりますし、哲学書も読んでおりま
す。今年から地元福井の「インターネット通販研究会」の会長を
仰せつかり「1年間を通じてドラッカーを勉強します」と宣言し、
1ヵ月にいちど課題本を読んで頂き、勉強会を開催しております。
矛盾してますよね、私の行動が。
　でも、違うんですよ。世間一般のＳＮＳやドラッカーとは。ＳＮＳ
やドラッカーを実践したところで、「ビジネス」にはならないんです
よ。地域貢献やＳＮＳでのイベントを開催する前に、我々が実践
しないといけないのは「ビジネス」なんです。仕事じゃありません。
「ビジネス」は必ず「利益につながる活動」です。「仕事」は「利益に
直結しない活動」と定義してもいいと思います。
「仕事」から「ビジネス」に落とし込む――これがマネジメントで
はないでしょうか？
　以下の点について自問自答してみてください。
１．「マネジメント」という仕組みだけが選考して自社内の改革を
お客様獲得より先行している。

２．営業活動よりも、会社の仕組み作りを大切にしている。
３．異業種交流会に出席するよりも社内の飲み会に参加して
いる。

４．ＩＳＯの仕組みで「承認」が多すぎる。
５．社内の至るところに「チェックリスト」がある。
６．クレームが発生しても「お客様の責任」ということで片付けて
しまう。

７．トップにすべての情報が伝達しない仕組みになっている。つま
り、自分に責任問題が掛かりそうなことはトップに相談しない。

８．言葉で伝えれば済むことでも。社内での「チャット」「メール」
が頻繁に行われている。

　いかがでしょうか？　すべて当てはまる企業さえあるので
は、ないでしょうか？
　なんでもかんでも流行を追いかけて「マジック」にだまされて
はいけないのです。
　本質はなんなのか。かんたんにいえば「弊社はなんで利益を
得ているのか？」「なんのビジネスをするのか？」「我々は何者な
のか？」こういうことを常に意識していないと、倒産しちゃうと
思ってます。
　まだまだ、日本の企業は厳しい状況にございます。だから、こ
ういう思想（ＳＮＳやマネジメント）がもてはやされることは、理
解できますし、大事だと思います。勉強して損はありません。し
かし、それが「ビジネス」になってはいけないのです。本当のビジ
ネスは……「お客様の視点に常に立っていること」なんです。何
度も書きますが「利益が出ない活動はビジネスではない!!」の
です。いくらきれい事を言ったところで、倒産したらすべて終わ
りなのですから。
　ＩＳＯを含めたマネジメントはあくまでも「ツール」なんです。Ｓ
ＮＳも「ツール」なんです。活用するのは、経営者が判断すれば
いいのですから。
　お客様の視点に常に立っていること――これが商売の原則
です。また、利益が出ることも原則です。その中で「Ｗｉｎ-Ｗｉ
ｎ」の関係にあればいいのです。
　私は、ＳＮＳもマネジメントも大好きです。好きだからこそ、「本
質」を見失わないようにしたいです。

◆ ◆ ◆  お薦めの本  ◆ ◆ ◆

『マネジメント信仰が
　　　　　　 会社を滅ぼす』

深田和範／著
（新潮新書）

　この本をナニゲに本屋さんで見つけてし
まいました。掘り出しモンです。この本は。
　読んでおいて損はないです。ぜんぜんマネ
ジメントを批判していないのですが、事例紹
介で自分の会社に置き換えて考えると……
ぞっ！としますから。

お薦め本『マネジメント信仰が会社を滅ぼす』を抽選で1名様にプレゼント！　詳しくは39ページへ。

省力化装置設計、精密機器設計、精密機器組立
稲本マシンツール工業株式会社
CADを使った設計・開発から、マシニング・NC旋盤などを使った部品加工、組立て、電気配線、
ソフトに至るまで全て作業を行う事ができ資材管理が省けコストを大幅に削減可能です。

設
計

●住所：茨城県笠間市泉2番地28
●TEL：0299-45-2085　●担当者：稲垣 繁實

金子歯車工業株式会社
５Φから３４００Φの各種歯車の設計・製作。小ロット多品種に対応し、スパイラルベベルな
どの専門技術で要望にお応えします。
●住所：静岡県 富士市厚原291-4
●TEL：0545-71-2001　●担当者：金子 佳久

歯車製造、超大型ワイヤーカット、複雑形状切削加工機
械
加
工

電子機器製造受託、回路基板設計、生産補助設備電
機・電
子
株式会社 大日光・エンジニアリング
エレクトロニクス製品、OA機器、光学機器、通信機器などに用いられる電子基板の回路実装に関
する設計から部材調達、生産までの工程にワンストップでご提供させて頂く事が特徴です
●住所：栃木県日光市根室697-1
●TEL：0288-26-3930　●担当者：秋沢 敏行

株式会社 フジクロム社 川崎工場
最大10Mの長尺モノも均一にめっきでき、研削・研磨による仕上げを省略。時間短縮・コス
ト削減や小型・中型部品も部分めっき・外径めっきを±3μm以内の高精度で可能です。
●住所：神奈川県川崎市川崎区浅野町3-1
●TEL：044-355-5655　●担当者：藤田 雄飛

正寸めっき、長尺めっき、めっき液再生装置表
面
処
理

油圧シリンダー、油圧ポンプ、アジャスタシリンダ
是常精工 株式会社
製造している油圧シリンダーは、高品質で多種多様なものを高度な技術で設計、開発、加工してい
ます。加工部門から集まるパーツを組立てるラインにおいても徹底的に合理化しています。

機
械
加
工

●住所：兵庫県加西市西横田町211
●TEL：0790-46-0212　●担当者：桑木 隆博

株式会社 五十嵐工業所
各種溶接、プレス、シャーリングなど小物から5tクラスの大型ワークに対応し複合加工機、マ
シニングセンターなど複雑な形状に対応しています。
●住所：山形県鶴岡市白山字村北102
●TEL：0235-24-1381　●担当者：五十嵐 三也

産業機械部品加工、溶接構造物・組立、五面加工機
械
加
工

塗装請負、工業用塗料販売、工業用薬品販売表
面
処
理
タケダ化成品 株式会社
工業用塗料を中心に塗装関連設備、環境にやさしい付加価値のある商品の販売。塗装、塗料
のアドバイスや多様なニーズにお応えするコンサルティング企業です。
●住所：埼玉県和光市下新倉3－21－30
●TEL：048-463-2474　●担当者：山川 久雄

株式会社 日立情報システムズ
ネットワークサービスなどの「システム運用事業」、ソフトウェア開発などの「システム構築事
業」、ならびにそれらの事業にかかわるITサービスを提供しています。
●住所：東京都品川区大崎1-2-1
●TEL：03-5435-1201　●担当者：高橋 真由美

生産管理システム、業務システム構築・運用、販売管理システムそ
の
他

マグネシウム加工、アルミ加工、チタン加工
株式会社 イケダ
マグネシウム加工・チタン加工は(株)イケダにお任せあれ!!同時５軸制御加工は最も得意分
野です！！さらに3D加工に対応可能です。短納期高度な技術で対応しております。

機
械
加
工

●住所：長野県埴科郡坂城町南条4910-8
●TEL：0268-82-1700　●担当者：福田 啓助

田中産業株式会社
板金加工を主としCADから塗装、Assy部門までを自社完備し「早く安く良いモノを」をモッ
トーに様々なご要望に対しての対応が可能です。
●住所：静岡県三島市長伏155-33
●TEL：055-977-1836　●担当者：田中 公典

板金加工、塗装品、製品組立、モジュール化板
金・製
缶

工作機械カバー、配電盤、オイルタンク
株式会社 飯田製作所
工作機械カバー・配電盤・農機具・燃料タンク、住宅部品などを製造しております。製造に
携わる全員がJIS規格の溶接の資格を取得しており品質には自信を持っております。

板
金・製
缶

●住所：茨城県猿島郡境町蛇池525-4
●TEL：0280-87-0524　●担当者：小笠原 仁一

株式会社 西野精器製作所
精密板金・プレス試作・MAG／MIG溶接・複合旋盤加工・2Ｄ／3Ｄデータ加工など得
意な大きさは米粒から多品種少量生産短納期対応が可能です。
●住所：茨城県ひたちなか山崎56
●TEL：029-265-9595　●担当者：西野 信弘

薄板板金、レーザ・パンチ複合加工、アルミ高速切削板
金・製
缶

協立工業株式会社　
プレスのことならおまかせください。出来ない製品はありません。試作から量産までの一貫体
制で高品質・低コストの製品作りにお応えします。
●住所：新潟県燕市大字小関1550番地
●TEL：0256-62-3320　●担当者：山崎 寛

油圧プレス加工、自動車部品、製菓部品加工プ
レ
ス・鍛
鋳
造
お
よ
び
金
型

順送プレス絞り加工、トランスファー絞り加工、段付き加工
株式会社 仲田製作所
金属プレス加工においての「絞り加工（しごき加工）」を得意としております。(板厚2ミリを0.4
まで薄くする加工）内径寸法の１０μ以内の管理を得意としております。

プ
レ
ス・鍛
鋳
造
お
よ
び
金
型 ●住所：東京都墨田区亀沢4-13-4 NAKATA SKYビル

●TEL：03-5610-8655　●担当者：仲田 裕一

古川電気工業株式会社
プレス・板金加工による筺体製造事業に加え、塩化ビニール（板厚：0.8mm前後）の絞り加
工技術が出来ます。樹脂・金属ともにご相談頂ける体制を構築しています。
●住所：神奈県横浜市鶴見区鶴見中央3-6-32
●TEL：045-511-2600　●担当者：古川 智健

LCD保護、精密機器部品、複合部材プ
レ
ス・鍛
鋳
造
お
よ
び
金
型

各社の詳細情報は、NCネットワークのエミダス工場情報をご覧ください http://www.nc-net.or.jp/emidas/ エミダス 検索検索

スギヤマ技研 株式会社
電子機器、熱流体解析、構造解析

●埼玉県入間郡設計

株式会社 TM電機開発
自動制御システム、PCソフト、各種製造業合理化

●静岡県浜松市設計

株式会社 日本クロス圧延
冷間圧延加工、熱間圧延加工、フープ材の光輝焼鈍処理

●千葉県茂原市材料

株式会社 トーシン　
リペレット加工、成形機及び周辺機器、合成樹脂販売

●千葉県柏市材料

株式会社 日金
銅スクラップ買取、真鍮スクラップ買取、バッテリー買取

●東京都大田区材料

貝坂特殊鋼 株式会社
特殊鋼、モールドベース、精密マシンサービス

●東京都江戸川区材料

白銅 株式会社
非鉄金属、特殊鋼 、樹脂

●東京都千代田区材料

有限会社 ヘルツ
特殊鋼販売、フライス加工、切断加工

●長野県岡谷市材料

山口電材 株式会社
プラスチック切削加工、射出成形品、半導体製造装置組立

●東京都昭島市機械加工

有限会社 鈴木機械彫刻所
精密試作加工、ABS、樹脂組み立て

●神奈川県横浜市機械加工

有限会社 オクギ製作所
ワイヤーカット、フィルムシート抜加工、フィルム抜き用金型

●東京都東久留米市機械加工

株式会社 司技研
NCプログラム、ワイヤーカット加工、NCマシニング加工

●静岡県富士市機械加工

株式会社 千代田技工
大型機械加工、プレーナー加工、長尺物

●埼玉県さいたま市機械加工

株式会社 山城精機製作所
立、横M/C加工、ラジカル鏡面窒化、高速シーリング加工

●埼玉県川口市機械加工

新規エミダス会員紹介
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