ん。
「工場の地味なイメージと
まるで違うのに驚きました」

京都学園大学経済経営学部3回生。京都出身。小1から高３
だ。
「他者の経験を疑似体験することで発

まで12年間サッカーに打ち込み、現在はフットサルを楽し
と、全社員が会社の理念や利益情報を共有

想がうんと広がります。働く上でも人

む。業種を問わず、一生働ける仕事を探している。
「４人きょ
し、働くモチベーションも高い。平均年齢36

生においても、必ずあなたの役に

せ

があります。車の場合、エンジンとタ

る、押さえる、引っかけて保つ」機能

片谷

ましたが、実際はどんなものですか？

河瀬
ばねには、機械の動きを「止め

片谷

河瀬
うちは逆に、顧客の欲しいもの

そうなんですか？

らです。

に作って売るほうが、ラクに儲かるか

やりたがりません。簡単なものを大量

般にメーカーは「面倒くさい」仕事を

るかどうかで、道は分かれますね。一

片谷 そうです。手間を「面倒」と考え

イヤが変速機（トランスミッション）で
に耳を傾け、納得のいく製品を全力を

小さくても大きな働きをする「ばね」

つながれていますが、ここに「薄板ば
あげて作ることに勝負をかけています。

薄板ばねは「精密部品」と聞き

ね」が組み込まれ、機械の動きを制御
手間がかかり、ラクではありませんが、
本当に必要とされるものを作り、相手

注入時にこぼれたり、引火の恐れもあ

ければ蓋がプラプラ動いて、ガソリン

け閉めの調節役と言えます。ばねがな

く例えると、ガソリンタンクの蓋の開

片谷

す。おもしろいことに、
「レシピ」を真

まで一貫してできるのも当社の強みで

片谷

ーの考え方次第なんですね。

ろうと思っていました。そこはメーカ

ってみると品質が全く違うのはなぜだ

河瀬

トランスミッションは、パソコ

河瀬
の役に立てる仕事には誇りと喜びがあ

りますね。ばねで蓋をきちんと押さえ
似ても、その通りにはできないのです。

きょうじ

ンやエレベーター、ロボットなどの機
る。そこに矜持を感じています。

るから、その心配がなくなるわけです。
積み上げてきた勘や経験値がものを言

一見、同じような商品でも、使

小さいけれど、大きな役割を担ってい

試作から金型製作、製品づくり

るのです。
うんですね。他社が追従できないので、

すごいなあ。でも、なぜばねで

河瀬
景気や安易な価格競争に巻き込まれな
い、安定経営体質の実現にもつながっ

摩擦の力の応用で、抵抗によっ

片谷
ています。

ます。熱処理や溝の付け方、油分の有
は自分がやってきたスポーツや趣味に

す。インターンシップ体験か、あるい

河瀬

就活は、素のままの自分で勝負

無など加工ひとつでも変わります。用
ついて話すのと、どちらの印象がいい

就活での自己アピールに悩みま

途や要望によって形や角度も異なるた
ですか？
片谷

め、当社で扱う２千種類のばねのうち、
河瀬

のはイヤではなかったですか？

会社によって求める人材が異な

るので、どちらとは言えませんね。ア

片谷 私は長男ですが、継がなくてもよ

手間がかかるものなんですね。

ドバイスするとすれば、素の自分を見

社長なら金持ちになれるかと
（笑）
。実

くて、就職も自由でした。先代に「こ

あー、それよくわかります！

際は、社員の生活も会社の成長も全て

せることもポイントですよ。就活は恋

河瀬

当 社 の 場 合 は、「 素 直 」 で、 も

背負う責任の重い仕事です。でもおか

の先どうする？」と聞かれたとき、初

片谷

げさまで社員皆がやる気に満ちていて、

めて「経営をしたい」と思ったんです。

のごとを「柔軟に受け止められる」人

チーム力で仕事を進めています。

愛と同じ。相性もあるので、取り繕っ

を求めます。たとえ壁にぶつかっても

河瀬

もぜひ学んでほしい姿勢です。河瀬さ

活きと働く姿に、印象がガラリと変わ

ましたが、スペシャリストとして活き

きいですよ。趣味でも何でもひとつの

イイのにもびっくりです。

りました。皆さん、おしゃれでカッコ

っている環境は、仕事のクオリティに

自分らしく働ける、きれいで整

片谷
河瀬

工、製品の試作・開発（設計、加工、検査、納品）
や部品加工、組立など
【応募資格】
2020年3月大学・短大・高専・専門学校卒業見込みの方
（全学部全
学科、文理関係なし）
【給与】
院卒、大卒200,600円。高専、専門、短大卒 180,600円 昇給 年1
回、賞与 年2回。諸手当：役職手当、時間外手当、通勤手当、営業手当あり
【勤務地】本社（尼崎）
【勤務時間】
8：00~17：00
【休日】完全週休2日制（土曜日、日曜日）、年間120日
【その他待遇】各種社会保険完備、退職金制度、新入社員研修、階層別研修、
ばね検定など
【歓迎】
経営理念に共感できる自ら考え、行動できる人、素直な人。特別なスキ
ルや知識は必要ありません。
【連絡先】
まずは一度お電話ください。
☎06-4960-4300（担当：馬場）

も反映されると考えています。またご

生産技術職 設計職

ままでいいと言われたようでうれしい

【内容】金属バネ等製品のプレスまたはマルチフォーミング加工による量産加

友人を誘って、いつでも視察にいらし

「
『おっちゃんとおばちゃん』の求人広告を見
ての応募です」とお伝えください。

です。ところで社長さんは３代目と伺

正社員募集

ありがとうございます。自分の

ことにぐっと打ち込んできた人は、他

んがサッカーを

年やってきたのは大

工場には地味なイメージがあり

替えて、前に進める人。働きながらで

「こうしたらどうだろう」とパッと切り

たところで長くは続かないからです。

半分以上がオーダーメイドです。

かな厚さや重さの違いで大きく変化し

抗は、素材の種類やコンマ以下のわず

て滑りや止まり具合を調節します。抵

止まるのですか。

はい。ばねの役割をわかりやす

器の動力変換装置のことですね。

しているのです。

※2020年3月卒業見込みの方の採用につきましては、2019年6月1日以降に選考解禁します。

の分野でも理解が早いからです。
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く、
「自分で考える」こと。おすすめが読書
も殺到。
「社員は頭脳」と考える片谷社長のも

河瀬 旭

かわ
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interviewer=Editorial Staffs head writer=Kyoko Kurita photographer=Shigeya Inoue [ MOSS GREEN STUDIO ]

21

面接重視
専門学校
卒業生歓迎
2020年3月
大学卒業見込
文理不問

道本線

うだいなので、自分も早く結婚して家庭を持ちたいですね。

高い技術力が評価され、国内外からの視察
イオン

てください。

尼崎駅

JR東海

500m
250
0

さん（20）
するのは、答えをスマホに頼るのではな

知
山
線

に、ぐっとのめり込む河瀬さ

あきら

ね」を製造する専門メーカーだ。業界屈指の
山幹通り

いましたが、決められたレールに乗る

アルプラザ

話を聞いた人
特発三協製作所３代目。

主な事業内容：金属バネ製造 : 板バネ、皿バネ、

仕事も慎重に選ぶつもりです」。
立つはずですよ」
。
歳。
活気ある、
注目のものづくり企業だ。
福

設立：1959年12月

間勤務。33歳から現職。若い人に期待

公園
JR

従業員数：50名

コンなどの精密機械に欠かせない「薄板ば

名神高速道路
阪神バス
城ノ堀
コンビニ

さん（50）

片谷 勉

http://www.tokuhatsu-sankyo.co.jp

大学卒業後、ＩＴ関連会社に３年
コンビニ

教えてくれた人
TEL：06-4960-4300

創業60年。特発三協製作所は、自動車やパソ
ウエーブワッシャーなどの金型製作・試作

あなたに代わって
就活スタート目前！の３回生が
仕事や就活について聞きます。
つ と む
や
か た

る
が活躍す
社員全員
の
ね」
業
「薄板ば
ンナー企
ラ
プ
プ
トッ
本社：兵庫県尼崎市下坂部３丁目６番１号

突撃！

学生
会社
片谷 社 長のてい ねいな説 明

株式会社 特発三協製作所

