report 企業紹介

超精密にこだわり、「オンリーワン
でナンバーワン」の金型メーカー
を目指す

◎ はじめに
株式会社ワークスは、金型メーカーが集積す

株式会社 ワークス

る福岡県遠賀郡に本社・工場を構え、精密金型
を製造している。光学レンズや半導体などの精
密部品分野に特化し、難易度の高い高精度の金
型を開発するなど、超精密金型メーカーとして
の地歩を着実に固めつつある。
創業後17年。機械工具を売る「商社」から技
術力が看板の「モノ作り企業」へ見事な転進を
遂げた。
米国発金融危機により世界経済が未曾有のス
ピードと規模で深刻さを増すなか、当社は独自
三重野

計滋

社長

（みえの・けいじ）

の技術と小回りの効く強みを最大限に生かし、
この難局を乗り切る方針だ。営業マン時代の経

●会社概要

験を原点とし、超精密にこだわる三重野社長の

所 在 地：福岡県遠賀郡遠賀町大字虫生津 1445

経営を取り上げた。

創

業：平成３年４月

資 本 金：1,500 万円
売 上 高：5 億 9 千万円（平成 19 年度）
従 業 員：37 名
事業内容：精密金型部品の製造

◎ 経営の原点は地場大手企業での営業マン
経験

Ｕ Ｒ Ｌ：http://www.wks-co.com

■異色の経歴
創業者の三重野社長は、大学は文系、地元大
手企業の営業マン、そして脱サラ経営者という
異色の経歴を持つ。西南学院大学を昭和56年に

●会社沿革
平成３年

機械工具商社ワークスを創業（北九州市
八幡西区）

平成５年

有限会社に組織変更

平成９年

精密金型メーカーとして本格稼働

平成11年

本社工場移転（遠賀郡芦屋町）

平成15年

株式会社に組織変更、中小企業事業団ビ
ジネスアイデア支援モデル企業に認定

平成16年

資本金1,500万円に増資

平成17年

やまぎん地域企業助成基金受賞
本社工場を移転（遠賀郡岡垣町）

平成19年

本社工場を移転（遠賀郡遠賀町）

卒業し、地元の大手金型メーカー㈱三井ハイテ
ック（当時、三井工作所）に入社。このサラリ
ーマン時代の11年間の経験が現在の経営の原点
ともなっている。

▲
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金型のメンテナンスや加工機械の据え付けな

造経験はゼロ。昼間は研削機械の営業をしなが

どのトレーニングを受け、大手企業のルートセ

ら、夜間に独学する生活が続いた。中古の機械

ールスを経験後、工作機械の営業部門で中小製

を購入し、半導体関連の金型部品の加工方法等

造業との取引を担当。
「九州地方の研削盤を使

の研究に没頭したという。失敗の連続で、
「想像

う大半の企業を訪問し、経営者との人脈が広が

をはるかに超える苦労だった」と当時を振り返る。

った」という。

平成９年、半導体の金型などで使われる「ピ
ン」や「パンチ」と呼ばれる円形の精密部品づ

◎ サラリーマンから経営者、機械工具販
売からモノ作りへと、鮮やかに転進

くりの製造を開始。三重野社長を支えたのは、
「サラリーマン時代の経験による必ず成功する
という自信」だった。

■脱サラし機械工具の販売を目的とした
「ワークス」を創業
入社10年目の平成３年、
三重野氏は脱サラし、

◎「超微細精密ピン」作りの成功で経営
基盤を固める

研削関連の機械工具商社ワークスを北九州市内
に創業した。33歳。技術的勉強も十分積みコン

■「超微細精密ピン｣ 作りに活路を求める

サルタント営業にも油が乗っていたが、組織の

当社の最大の転機は、ピン加工の中でも難易

中では自分の考える提案がなかなか受け入れら

度の高い超微細精密ピンの加工にチャレンジ

れず、
「自分でこれを実現したいとの思いが高

し、成功したことだ。精密金型メーカーとして

じた」からだ。

の当社の評価は一気に高まり、経営基盤も広が

だが、現実は思っていた以上に大変だった。

りと安定性を増した。

精密加工の最終仕上げの工程に使われる１台数

モノ作りに転進後、経営は徐々に軌道に乗り

千万円もの機械が、そう簡単に売れるはずはな

始めたものの、半導体関連分野の売り上げ比率

く、
「売ろうとすればするほど売れなかった」

が高いため業績は景気の波に大きく左右され

（三重野社長）
。悪戦苦闘の中、自分の考え方や

た。取り巻く環境も、受注先の生産拠点が中国

生き方が洗浄されたのであろう。
「真にお客さ

などアジアへ移転する動きが加速し、受注の先

んの立場に立たねばならない」という境地に達

細りは明らかであった。

し、不思議と迷いが消えたそうだ。年間３億円

関東や関西の販売ルートの開拓が急務であっ

を売り上げる年も出るなど、営業実績も急上昇
したという。

■５年後「モノ作り」へ転進
平成８年、今度は「モノ作り」に転進し金型
製造の世界に飛び込む。製品を売る仕事に飽き
足らず、
「自分のイメージするものを作りたい」
という一念からだ。
営業マン時代の経験から知識はあったが、製

▲

超微細精密ピン
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たが、中小企業に共通する「知名度不足」とい

新規取引先の開拓にも成功、当社の知名度も大

う課題も抱えていた。

幅に向上を見た。

「なんとかしないとこの会社はダメになる」
と必死に模索するうち、三重野社長が着目した

製品を技術者に見せると効果はてきめんだっ
た。技術者からは「質問攻めにあった」ほどだ。

のが光通信ファイバーをつなぐピンだ。超精密

「初めての商談の場でも、このピンを見せれば

加工を要するこのピンづくりにチャレンジする

細かな説明は不要。技術を理解してもらうには

ことを決断。
「これに成功すれば、どこへ行っ

製品を見せるのが一番」と三重野社長は語る。

ても評価してもらえるだろう」という期待と読
みがあった。

■技術力の高い製品が優秀な営業マンの
役割を果たす

■既存設備を活用し大幅なコストダウン

こうした経験から三重野社長は、技術力の高

を実現

い製品を発信し、製品そのものが営業の役割を

当時、このピンは一台 40 〜 50 百万円もする

担う営業を目標としている。

専用の工作機械で製造され、加工している途中

「セールスは一発で仕留めなければならない。

折れやすいという問題点も抱えていた。三重野

そのためにも、他社が真似のできない最高水準

社長は「よそと同じことをしても意味はない」、

の技術が必要」とも語る。関東・関西方面へ何

と既存設備を活用しこれらの課題を克服するこ

度も足を運ぶことは、経費や時間的制約から採

とに日夜知恵を絞った。

算に合わないからだ。

何度も失敗を繰り返した末、ようやく１ヵ月

数年前より、超精密金型の新たな市場である

余りで超精密加工を要するピンを完成。
「すぐ

デジタル家電市場に参入。主力製品は、デジタ

にユーザーに見せたい衝動にかられた」
という。

ルカメラや100万画素以上の携帯電話用カメラ

既存の設備で加工できたため、コスト競争力も

などに組み込まれている小型レンズ用の超精密

抜群で他社の二分の一という驚異的な価格を実

金型だ。主要ユーザーは、国内のレンズ・カメ

現できた。

ラ製作大手メーカーをはじめ、韓国の大手メー

成功の要因として三重野社長は、
「技術系で

カーとも取り引きを行っており、開発段階より

なかったので固定観念で物事を見なかった」こ

参画させていただき、その成果を確実に上げて

とを強調する。

いる。

現在では当初の 10 倍以上の精度まで技術水
準は向上。
「多分、この分野においては日本一」
と三重野社長は胸を張る。

◎ 超微細精密ピンを武器に新市場を開拓
■大都市圏での販路開拓にも成功
三重野社長の読みは見事にあたった。この製
品を武器に関西・関東地区の大手企業を中心に
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■展示会にも積極的に出展
当社製品の素晴らしさをより多くのユーザー

■当社ならではの機動力を発揮
金型製品はオーダーメイドを基本とし、多品

に理解してもらうため、各種展示会にも積極的

種少量生産という特色を持つ。精度はもちろん、

に出展している。東京ビッグサイト（東京都江

短納期や低価格、モデルチェンジへの素早い対

東区）やインテックス大阪（大阪市住之江区）

応などの顧客ニーズに迅速・的確に対応するた

などで開催される精密加工や金型展などだ。

めには、技術開発力とスピードが要求される。

反響は上々で、新規取引先の獲得にも成果を
挙げている。

当社は経営理念や行動規範に則り、ＮＣ化の
促進など、経営全般にわたり小回りの効いた機
動力を発揮。固定観念を排除した自由な発想に

◎ 当社の経営理念と特色

基づく技術開発力で大幅なコストダウンを顧客
に提案している。

■経営理念
当社は経営の原点として、「私たちは、お客
様が必要とする価格・量・納期で、最高の製品

◎ 超精密をさらに追及し、未曾有の環境
変化を乗り切る方針

を生産し、夢と感動と信頼を築きます。」を掲
げる。三重野社長の営業マン時代の経験に裏打

■高品質・短納期・低コストを追求

ちされたもので、「お客さんと共に成長し、お

世界的金融危機の影響から自動車・電機など

たくと付き合って良かった」といわれる経営の

日本のモノ作り産業は秋口以降急激な需要減少

貫徹を目指すものだ。

に見舞われている。三重野社長も「これまでの

また、文系出身ならではの「固定観念にとら
われない自由な発想」を大事にしている。
日々の経験から自然に生まれたという
「社是」

経験則が通用しない、異常な状況」と語る。
五里霧中の先行きに対し、三重野社長はあく
までポジティブだ。
「需要縮小の時代こそ小回

は、三重野社長をはじめ全社員が日々実践。キ

りの効く我々の時代」と受け止め、高品質・短

ーワードは「喜びと感動」
「知恵と発想」
「無限

納期・低コストをさらに追及し、顧客のニーズ

の可能性」だ。

に応えていく方針だ。
当社の技術力は、平成15年４月に「中小企業
事業団ビジネスアイデア支援モデル企業」の認
定、平成17年３月には「やまぎん地域企業助成
基金」を受賞するなど、対外的にも高く評価さ
れてきた。
品質をさらに向上させることで、金型の精度
が上がり、顧客の大幅なコストダウンが実現で
きる。
「もっと安くして欲しいというニーズは
常に存在する」と強調する。
主なターゲットは、医療用内視鏡など光学レ

▲

経営理念（経営の原点）

ンズ分野や噴射ノズルなど自動車分野という。
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■経営感覚を持つリーダーの育成に注力
現在注力しているのが人材育成、なかでも経
営感覚を持つリーダーづくりだ。
総従業員は40名。このうち約８割を製造現場
のスタッフが占める。従業員を小グループに分
け、グループごとに事業計画の策定からユーザ
ーとの交渉まで、すべてを任せる試みだ。これ
まで三重野社長１人で対応していた、ユーザー
からの高品質、短納期などの厳しい要求を製造
現場のリーダーに経験させることで、経営感覚
を習得させ、経営環境の変化とスピードに対応
できる、フレキシブルな体制づくりを狙ってい

▲
▼

工場内

る。

◎ おわりに
「百年に一度」という金融危機の影響が日本
経済を襲い、トップの力量が問われるなか、三
重野社長が目指すのは「オンリーワンでナンバ
ーワン」の超精密金型メーカーだ。
「地道に、泣き事を言わず、全社一丸となり
一生懸命やっていく」
と三重野社長は意気込む。
まだ 51 歳。一番好きな言葉は、
「おたくと付き
合えて良かった。
」
敢えて困難な環境に何度も身を置き、その度
に新たな道を切り拓いてきた三重野社長のチャ
レンジ精神とリーダーシップに期待したい。
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