経営基盤強化型

株式会社能作

グローバル・広域展開により急増する受
注に対して生産性の向上等で対応
錫を中心としてひとつひとつ手作りにこだわった当社のテーブルウェア、インテリア製
品が国内・海外で高い評価を得て「能作」というブランドを確立した。しかし、急増す
る注文に生産が追い付かない状況が発生しており、納期遅れが常態化しつつあった。
そこで、社長が自らを「職人」と言い切る集団に、社長からパート社員まで全員参加の
5S活動を手始めに、生産性向上への取組みを支援した。

北陸本部

統括プロジェクトマネージャー

増森

正樹
色前の素地）を生産していた。
平成13年に東京での展示会への

企業名

株式会社能作

業

非 鉄 金 属 製 造 業（ 銅・

種

所在地

熟練の技で製造される当社の製

出展を誘われ、能作社長自らデザ

真鍮・錫製品の製造及

品は、素材の特性を活かした斬新

インした卓上ベルを出品したこと

び販売）

なアイデアと洗練されたデザイン

が、転機となった。

富山県高岡市戸出栄町

から、国内・海外で高い評価を得

卓上ベルは有名なセレクトショ

て、特にここ数年、注文が急増し

ップで扱われることになったが、

ている。

売れなかった。理由は簡単で、日

46−1
資本金

10百万円

設

昭和42年4月

立

売上高

511百万円

従業員

50人

（平成24年9月期）

この状況に対応するため、生産

本ではベルを鳴らす習慣がなかっ

性の向上は、当社にとって喫緊の

たからである。1個も売れずに困

課題となっていた。

っている時、セレクトショップの

そこで、職人集団の意識改革か

店員に「この卓上ベルを風鈴に変

ら始め、5Sを通しての工場内設

えたら売れるのでは」とのアドバ

備や仕掛品等の配置見直し、錫製

イスをもらい、風鈴（真鍮製）に

品の歩留まり向上のための型管理

デザインし直したところ大ヒット

ノウハウの蓄積、鋳造工程におけ

となった。

る鋳造造型の工夫により、課題の
解決を図った事例である。

これを機に、
「高岡銅器」の衰退
による危機感も重なって、能作社
長の開発意欲に火が付いた。風鈴
の次に目を付けたのは、錫を使っ

企業概要

東京丸の内高級ホテル内の直営店
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た食器等テーブルウェアである。

「高岡銅器」は400年の歴史を

柔らかく加工が難しい100％錫

誇り、国の伝統的工芸品の指定を

を使った製品は、これまで市場に

受けている。当社はこの地で大正

はなかった。

5年に創業し、問屋の注文に応じ

「手で力を加えただけで、曲が

て仏具、
茶道具、
花器等の生地（着

ってしまうほど柔らかい」という

グローバル・広域展開により急増する受注に対して生産性の向上等で対応

素材特性を逆手に取り、人の手に

売上高と経常利益

馴染むというコンセプトで、デザ
イナーの協力も得て、デザイン性
の高い食器等テーブルウェアを開
発した。

株式会社能作

大ヒットした「風鈴」

中小機構との出会い
能作社長は、これらの製品の販
売を始めるにあたり、以前から受
注していた高岡銅器の問屋ルート
に配慮し、伝統的な製品は従来通
り問屋に納め、新たに開発した製
品だけを新たな販路に持ち込むこ
とを決めた。
しかし、当時はごくわずかのセ
レクトショップしかルートがな
く、どのように販売活動を行えば
良いか、手探りの状態であった。
何か良い方策はないかと行政や
支援機関へ相談に出向いたおり、
国がそれぞれの地域にある資源を
有効に活用するための新しい制度
を創設するとの情報を得て、同制
度に活用して錫製品の販路拡大に
つなげようと考えた。
そこで、中小機構北陸本部を訪
れ、詳しい説明を受け、同制度へ
の申込みを決めた。
北陸本部では、当社からの申込
みを受け、ブラッシュアップによ
る支援を行った。その結果、平成
19年に「地域資源活用事業計画」

の第1号として認定を受けること

「注文が多くて、生産が追いつか

ができた。

ず困っている」と相談を受けたた

認定後は、当機構主催による首
都圏の展示会等を活用し、積極的
に情報発信を行った。
展示会で、自社技術とその技術

め、後日、本社・工場を訪問した。
現状をヒアリングしたところ、
能作社長から生産性向上について
支援を強く要請された。

で作られた製品の情報発信を行い

生産が追いつかず、このまま納

受注。それが、新聞・雑誌やテレ

期遅れが常態化すると売上の機会

ビに取り上げられて「能作」の知

損失のみならず、企業として信用

名度が上がり、新たな受注が生ま

を失いかねないと判断し、専門家

れ、その製品がまた、新聞・雑誌

継続派遣事業による支援を実施す

やテレビに取り上げられるという

ることにした。

スパイラル効果で知名度を上げて
いった。
その結果、平成21年には日本橋
老舗デパート、平成23年には銀座
大手デパートに直営店を開設する
ことにつながった。
こうして「能作」ブランドの知
名度は格段に高まり、平成21年か
ら平成22年にかけて、錫製品の売
上が前年比約200％と急増、生産が
追いつかない状況となっていた。
北陸本部地域資源担当職員、地
域資源担当プロジェクトマネージ
ャーが訪問した際、能作社長から

柔らかく手で曲げられる「KAGO」シリーズ
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プロジェクトマネージャー

っては、鋳物の技術は特殊であり、

力的に取り組み、その結果、工場

の視点と支援課題の設定

非鉄金属鋳物の製造に熟知した専

内の設備や仕掛品等の配置見直し

門家を発掘し、派遣した。

が実行され、錫製品の型製造と注

企業訪問時に製造現場等の状況
を見たところ、製造現場の環境面

湯室の作業エリア確保という成果

に大いに改善の余地があり、環境

を上げることができた。また、今

整備に伴って作業も効率的に行え

プロジェクト推進体制
能作社長自らがプロジェクトリ

るよう見直す必要性があると判断

回、職制上のリーダーとは別に若
手社員を5Sリーダーに選出した。

ーダーとなり、間接部門の社員も

これは、今後の継続的な5S活動

また、拡大する生産によって成

加わった全員参加のプロジェクト

の推進に向け、若手社員に自覚を

り行き管理となっている状況にあ

に発展、社長は、派遣アドバイザ

促すとともに、会社・工場全体の

り、生産管理体制の整備が必要で

ーからのアドバイスをすぐに現場

生産性向上に対する視野を広げる

あると同時に、当社独自の鋳造方

で社員とともに実行に移す等、リ

ことにつながった。

法であるシリコン鋳型鋳造法に

ーダーシップを発揮し活気に満ち

は、型に使用するシリコンの性質

たプロジェクトとなった。

した。

②「錫製品の産出効率の向上」
については、鋳造方法の見直し、

上、維持管理について問題がある

型管理ノウハウの蓄積という手順

と判断した。

で進めた。大量受注のあったビア
カップは、鋳造造型方案の変更改
善をOJTにより実施し、生産量を
3倍にすることができた。
ビアカップで得られた鋳造造型

増森

正樹

北陸本部

初めて支援を受け、生産性が向上。

見直しによる生産量の増加という

社長以下全社員が取組みの成果を実感

実績を踏まえ、他の製品において

し、継続して改善活動を続けている。

も鋳造造型を改善する試みが継続

統括プロジェクトマネージャー

そこで、まずは喫緊の課題への

支援内容と支援成果

シリコン型の維持管理は、四季

対応として、現行の受注に対応す

①「製造環境の改善」について

を通じて特定型の経歴と使用時の

るための支援目標を1.製造におけ

は、5Sによる工場全体の狭隘化

追跡記録のデータを収集・運用す

る製造環境改善による生産能力の

解消とモノの所在の明確化、工程

る仕組みが確立し、型管理ノウハ

向上、2.錫製品の需要拡大に伴う

管理体制の確立という手順で進め

ウの蓄積が、進んでいる。

事業化に向けての生産ノウハウの

た。5S活 動 に は、 社 長 か ら パ ー

これらの改善活動が業務の中で

確立と戦略事業化企画の立案と

ト社員まで全員が参加し、製造環

定着し、今後、目に見える成果と

し、支援テーマを①製造環境の改

境の改善に対する全社的な機運が

して現れることが期待される。

善、②錫製品の産出効率の向上、

高まった。当初は工場を対象とし

また、製造環境の改善は、全社

③錫製品事業の戦略的企画の3つ

ていたが、社長の判断により業務

一 斉 の5S活 動 以 降、5Sリ ー ダ ー

とした。特に③については、将来

を中断して全社一斉で5Sを実施

が2週間に1回定期的に会社内をチ

的な錫製品事業の広域展開までを

した。

ェックし、
改善活動を続けており、

見据えたテーマ設定とした。
派遣アドバイザーの選定にあた
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的に行われている。

こうした活動は当社では初めて

整理・整頓が行き届き、生産性の

行う試みであったが、全社員が協

向上に寄与している。錫製品の型

グローバル・広域展開により急増する受注に対して生産性の向上等で対応

でいる。

製造と注湯室の作業エリアが確保

が増えていく状況で、一部客先か

できたことで、作業の安全性が高

らは、納期遅れに対して苦情が出

成長を確かなものにしていくた

まり、作業効率もアップ、錫製品

ており、受注体制も見直す必要が

めには、株式会社能作という企業

の月当たりの生産金額が20％増加

ある。

全体のレベルアップが必要であ
り、北陸本部としても引き続き、

茶道具、花器等と自社製品（錫製

向上のさらなる取組みだけではな

伴走しながら支援していきたい。

品、一部真鍮製品）を分けて管理

く、受注→生産→納品というプロ

常日頃、能作社長が話している

する仕組みを構築したことで製品

セスの最適化を図り、顧客満足度

ことを、
最後に紹介しておきたい。

の流れがスムーズになり、工場全

を高める仕組みづくりを行う必要

「当社の技術は高岡銅器が育て

体では、月当たりの生産金額が30

がある。そのため、生産管理の専

てくれたもの。地域には、恩返し

％増加した。

門家に加え、新たに販売管理の専

をしたい。そのためには、自分は

③錫製品事業の戦略的企画につ

門家も投入し、2名のアドバイザ

これからも雪道に轍（わだち）を

いては、当社の予想以上の需要増

ーによる支援を行う予定である。

つける役目を果たしていきたい。
」

に生産体制、組織体制が対応しき

能作社長は、海外展開にも積極

れていない現状に対して、将来の

的に取り組んでおり、平成22年に

方向性をどのように考えるか、能

初めて、パリ、上海、ニューヨー

作社長の伝統産業への思い、高岡

クでの国際的な見本市に出展し、

の地域活性化への使命感も踏まえ

好評を得た。それ以来、毎年、海

て、繰り返し検討を行い、明確化

外の見本市に出展、海外バイヤー

していった。

との関係も深まり、プライベート

株式会社能作

2期目の支援としては、生産性

した。工程管理体制も従来の仏具、

銀座大手デパート内の直営店

当初は、錫製品の製造工程が見

ショーの開催や、フランスの老舗

学できる新工場の建設を検討して

デパートへの納品という実績を作

いたが、土地代も含め新工場を建

った。

設すると多額の資金が必要なこと

平成24年には、外国人宿泊客が

もあり、最終的には取り止めとし

多い東京丸の内の高級ホテルにシ

た。そのため、受注の増加分は、

ョールームと東京事務所を開設、

高岡銅器産地の企業に依頼するこ

グローバル・広域展開を進めてい

とで対応していくことを決めた。

く中での新たな拠点づくりも進ん

海外展示会出展風景（フランス）

能作社長はじめ、プロジェクト
メンバーからは、今回の支援につ

経営者のことば

いて高い評価を得て、引き続き2

今回、中小企業基盤整備機構北陸本部の専門
家継続派遣事業を受けたことにより、何より5S
の取組みをキッカケに社員の仕事に対する意識
が向上したことに最大の成果を感じました。現
実に生産性が上がったこともあり、引き続き支
援を受け、全員で取組みを続行しています。現
在、医療器具の開発にも着手しており、伝統産
業に従事する企業として、新たな伝統を作り出
すことを目標に、今後も専門家継続派遣事業を
活用することで、地域の活性化も含め革新的な
事業展開を行っていきたいと考えています。

期目の支援を依頼された。

今後の課題
10か月の支援期間を通じて、喫
緊の課題であった生産性の向上を
支援したが、支援期間中にも受注

代表取締役

能作

克治社長
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