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企業訪問

株式会社 ハーベス
〜「天然炭酸水」をキーワードに
まちおこしにも挑戦する企業 〜
企業概要

代表者：代表取締役

前田

知憲（まえだ とものり）

所在地：本社：埼玉県さいたま市浦和区常盤９−21−14
パークサイドガクヤビル６Ｆ
会津事業所

大塩工場：福島県大沼郡金山町大字大塩字上ノ山5298−３
滝沢工場：福島県大沼郡金山町大字滝沢字中深堀1861−１

創

業：1988年

T E L：048−824−2621（本社）

資本金：5,250万円

0241−56−4888（大塩工場）

従業員：124名

0241−58−5570（滝沢工場）
F A X：048−824−2826（本社）

事業概要：潤滑剤製造販売、天然炭酸水販売等

前田

知憲 社長

金山町は、全国でも珍しい天然の炭酸水が湧

では「万歳炭酸水」という名で大使館や宮内省な

き出る地域として知られています。この炭酸水

どにも納められていましたが、輸送費が高かった

は、明治時代に「ゲイシャ印タンサン・ミネラル

ことなどから、一度は途絶えてしまいました。

ウォーター」という商品名でドイツを始めとした
ヨーロッパに輸出されていました。そして、国内

こうした歴史的背景がある中で、約100年の時
を経て、金山町の天然炭酸水を「奥会津金山

天

然炭酸の水」として復活させたのは、埼玉県に本
社を置く「株式会社ハーベス」です。そこで今回
の「企業訪問」では、同社の会津事業所「大塩工
場」を訪問し、前田社長に炭酸水事業を中心に経
営にかける思いなどについてお話を伺いました。

●貴社の沿革について教えて下さい
私は、大学卒業後、自動車用化学製品を扱う会
社に就職し、５年ほど勤務しました。主に営業を
天然炭酸水を製造する会津事業所「大塩工場」
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担当していたものの、営業の傍らで製品開発のた

企業訪問
めの試作や実験などにも積極的に関わっており、
自ら製品を開発しようと独立を決めました。独立
後、東京都池袋で大手模型メーカーのキット用グ
リースを製造する知り合いの社長さんにお声をか
けていただき、その会社の一部を間借りすること
ができました。そして、1988年に「株式会社ハー
ベス」を立ち上げ、電子機器・精密機器・自動車
部品向けの当社オリジナルグリース「ハイルー
ブ」の製造・販売を始めました。グリースなどの

高性能で速乾性の高い潤滑剤製品

潤滑剤は、歯車などの工業製品同士が擦れ合うこ
とによって生じる摩擦や摩耗を防止し、工業製品

場は社員に成長の機会を提供する場であると考え

の寿命を長くするとともに、その性能を保つため

ています。次に「挑戦」です。企業が絶えず成長

に利用されています。社名の「ハーベス」は、収

し続けていくには、時代を先取りする新分野・新

穫を意味する「ハーベスト」から思いついた私の

事業へ果敢に挑戦していかなければなりません。

造語です。

３番目に「持続可能性」です。現状に満足するこ

そして、1992年４月、当社の本格的な自社開発

となく、不断の努力を重ね、逆境時にあっても社

商品となる速乾性潤滑剤「ドライサーフ」の販売

員や地域社会に対する責任を全うします。４番目

を始めました。
「ドライサーフ」は、速乾性に優れ、

に「社会貢献」です。当社は、ハンディキャップ

他社製品よりも均一な潤滑機能を持たせる性質を

があっても、幸せな社会生活を送れるよう奨学金

特徴にした製品であるとともに、オゾン層を破壊

給付制度などを通じて応援していきます。５番目

せず、環境にもやさしいという特性を持ち合わせ

に「協調」です。部門や部署を超えた社内全体の

ており、他メーカー製品よりも機能性で大きく優

協調を大切にし、社員と会社がともに成長する企

れていたことから、光学機器メーカーを皮切りに、

業風土を育んでいきます。６番目に「健康経営」

自動車産業など幅広い工業分野で使われるように

です。社員の心と身体の健康を守るため、職場環

なりました。

境の改善に取り組んでいます。

そして現在、当社は潤滑剤事業を主力に、天然

この中で、特に「社員第一主義」を当社の信条

炭酸水事業、化粧品事業、包装充填事業、ペット

とし、日本一社員が幸せな会社を目指しています。

用サプリメント事業の５事業に取り組み、2003年

当社では、ボウリング大会やバーベキューなどの

に現在のさいたま市浦和区へ移転した本社のほか、

イベント開催、フットサルなどのサークル活動、

事業所は埼玉県に２工場、福島県に２工場、韓国

５年ごとの社員旅行などを通してコミュニケー

に１支店、関連会社は国内に１社、中国に２社、

ションが取りやすい職場環境の整備を進め、生産

米国に１社となっています。

効率と従業員満足度それぞれの向上を図っていま
す。また、私の経営方針が企業文化として会社全

●貴社の経営方針についてお聞かせ下さい
当社の経営方針は、まず第１に「社員第一主
義」です。社員とその家族の幸せを第一とし、職

体に浸透していますので、ノルマなどの数値管理
をしなくとも、社員は主体的に自らの業務遂行に
取り組んでくれています。
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●金山町の天然炭酸水事業化のきっかけに

●金山町の天然炭酸水の特長について教えて

ついて教えて下さい

下さい

天然炭酸水事業化のきっかけは、新規事業を模

１つには、天然炭酸水では珍しい軟水であるこ

索していた時期に、「福島県の奥会津に天然の炭

とです。皆さんがよく目にする天然炭酸水は、採

酸水が湧いているところがある」との情報が寄せ

水地がヨーロッパであることが多く、そのほとん

られたことです。国内には天然炭酸水が湧き出る

どが硬水 ※１です。しかし、金山町の天然炭酸水

ところがいくつかあり、そのうちの１つ、大分県

は、平均硬度が45度と日本人がふだん飲み慣れて

の湧水地にも行ってみましたが、湧水量、炭酸の

いる軟水であることが特長です。２点目は、繊細

質とも金山町の方が勝っていました。金山町で

な微炭酸であることです。きりっと炭酸を感じつ

は、明治10年に旧会津藩士が白磁の瓶に入れた天

つも、滑らかな舌触りで炭酸なのにまろやかとい

然炭酸水を慢性胃腸炎や糖尿病、便秘に効果があ

う一見相反したおいしさは、炭酸が苦手という方

るとして「太陽水」と名付け、会津や近県の薬屋

からも高い評価をいただいております。３点目は、

に卸し始めたほか、明治36年には「岩代天然炭酸

源泉のおいしさをそのままお客様にお届けしてい

鉱泉株式会社」が「ゲイシャ印タンサン・ミネラ

るということです。一般的な天然水の場合は加熱

ルウォーター」という商品名でドイツなどのヨー

殺菌をしていますが、天然炭酸水を加熱殺菌する

ロッパに輸出するとともに、国内では「万歳炭酸

と、炭酸が抜けてしまい、加熱による味の変化が

水」の商標で大使館や宮内庁にも納めていました。

生じます。そこで、当社では雑菌だけではなく、

しかし、物流コストや販売活動、マーケティング

より小さなウィルスも通さないきめの細かい特殊

上の課題などから、事業継続が困難になったとい

なフィルターを使って滅菌していますので、源泉

うことを知りました。そこで、自分が再事業化し

本来の味をお楽しみいただけます。

て天然炭酸水を復活させようと思い立ち、新たな

※１

井戸を掘削し、その真上にボトリング工場を新築
して天然炭酸水事業を始めました。

水の硬度とは、水に溶けているカルシウムイオン
とマグネシウムイオンの量を表す数値。日本では、
水１ℓ中のイオン量を炭酸カルシウムに換算して
１㎎含む場合に１度とし、120度以上を硬水、60度
未満を軟水という。

「伊勢志摩サミット」の卓上水として採用された
「奥会津金山 天然炭酸の水」
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明治時代に販売されていた
天然炭酸水「太陽水」の白磁瓶（実物）

企業訪問

●炭酸水の品質管理について教えて下さい
品質管理には特に気を使っています。当社では、

や迎賓館、外務省にも常備されました。さらに、
2016年の伊勢志摩サミットでは、各国首脳をもて

特殊ポンプでくみ上げた源泉を「クラス1000」※２

なす卓上水として採用され、来日した海外の VIP

という厳格な衛生管理の行き届いたクリーンルー

達からも好評を博しています。そして、2017年か

ムでボトリングしています。そのため、源泉水の

らは、シンガポールの空港でも販売されるなど、

ポンプアップから殺菌工程、ボトリングまでの製

海外進出を果たしています。

造過程において、空気中の雑菌などが混じること

レストランでは「テーブルウォーター」、日本

がない無菌状態で製造しています。そして、機械

料理店では「和らぎ水」としてそれぞれ高い評価

だけに頼らず、最終確認は人の目で細部にわたり

をいただいております。「テーブルウォーター」

検査して合格した製品だけを出荷しています。

としての炭酸水は、炭酸が強すぎるとお客様の食

さらに、当社の放射性セシウム基準値は、国の

が進まないことにもなりますが、当社の微炭酸水

基準を上回る水１㎏当たり１ベクレル以下として

は、口当たりが柔らかく、お客様が食事をより一

定期的に検査を実施し、検査結果をホームページ

層楽しむことができるとお取引先から喜ばれてい

に公表しています。尚、2001年の検査開始以来、

ます。また、「和らぎ水」とは、日本酒と共に飲

基準値を上回ったのは一度もなく、お客様には安

む水のことです。日本酒と交互に飲むことにより、

心してご愛飲いただいております。

二日酔いになりにくくなり、日本酒や料理を新鮮

※２

でよりおいしいと感じることができます。「和ら

１フィート立方中に0.5マイクロメートル以上の
微粒子の数が1,000個以下を示す。

ぎ水」としての炭酸水は、ミネラルウォーターと
比べて、炭酸の程よい刺激が口中に爽快感として

●炭酸水の販路について教えて下さい

残ります。当社の天然炭酸水は炭酸が強すぎない

現在では、首都圏のレストランや日本料理店を

ので、日本酒のおいしさを引き立ててくれると、

中心に、高級スーパーや「道の駅」などでも販売

日本酒にこだわる名店の店主からも太鼓判を押し

しています。また、福島県の復興イベントに出品

ていただいております。

したところ、国の担当者の目に留まり、首相官邸

肌のハリと潤いを保つエイジングケア化粧品

衛生管理の行き届いたクリーンルームで製造される
「天然炭酸水」
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●福島県に対する社長の思いについて教えて
下さい
2011年７月の新潟・福島豪雨による水害で只見
線の会津川口−只見駅間が不通となってしまいま
した。福島県とは、炭酸水事業を通して縁ができ
たわけですが、当社は奥会津の自然を凝縮した天
然資源を元にビジネスをさせていただいており、
以前から福島県には恩返しをしたいと考えていま
した。そこで、私は今が恩返しを果たすチャンス

「ふくしま」と「天然炭酸水」について熱く語る前田社長

であると考え、只見線の復旧に役立ててもらうた
め、会社の売り上げの一部を積み立て始めました。

従来通りのブランド戦略を推し進め、現在操業し

そして、福島県「只見線活用による奥会津振興事

ている「大塩工場」をフル稼働させるとともに、

業」の財源に充てていただきたいと考え、2018年

第二工場建設の構想も視野に入れたいと考えてい

２月、企業版ふるさと納税第１号として、福島県

ます。次に、2014年に立ち上げた化粧品事業では、

に積立金を寄付しました。また、2017年には、
「と

これまで OEM（製品の相手先ブランドによる生

うほう・ふるさと総活躍応援私募債」の発行を通

産）で対応してきた製品の一部を自社工場で生産

じて金山町立金山中学校に書籍283点を寄贈させ

する予定です。さらに、2016年３月に100％出資

ていただきました。さらに、地元の雇用促進にも

子会社を設立して始めたペット用サプリメント事

役立ちたいと思い、会津事業所で働く従業員10人

業では、動物用栄養補助食品「Vercure（ヴェル

のうち、９人を地元から採用しています。

キュア）」の販路拡大を進めていくつもりです。

一方、金山町のまちおこしにも貢献したいと
考えています。金山町は全国的にみても珍しい、
天然炭酸水が採れる町ですから、「炭酸」をキー
ワードにまちおこしに取り組むのが良いと思いま
す。そのためには、当社の天然炭酸水の生産を年
間1,000万〜2,000万本まで引き上げ、「炭酸」の知
名度を全国により一層広めていくつもりです。

【インタビューを終えて】
社長の話をお聞きして、一番強く感じたのは、
天然炭酸水という自然資源を利用させてもらう
「福島県」に対する感謝の思いです。数多くの
県内企業がある中で、企業版ふるさと納税第１
号として「只見線活用による奥会津振興事業」
に寄付されたことには敬服いたしました。
一方で、潤滑剤事業という主力事業が盤石な

●最後に、今後の展望についてはいかがですか
当社における売上高の構成比は、主力の潤滑剤
事業が８割以上を占めていますが、今後は潤滑剤
事業以外の事業を成長させることにもさらに注力

うちに、天然炭酸水事業などの新規事業へ積極
果敢に挑戦する社長の経営方針は、経営多角化
のセオリーどおりであり、大胆にして堅実な経
営理念が窺えます。
当社の天然炭酸水は、伊勢志摩サミットで採

していきます。まず、天然炭酸水事業では、天然

用されるなど、知名度、ブランド力とも急上昇

炭酸水が伊勢志摩サミットに採用されるなど、ブ

していますので、今後のさらなる販路拡大とと

ランド力が徐々に高まっています。このため、人

もに、金山町のまちおこしにも結びつくものと

工的に炭酸を注入した他社製品とは一線を画した
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期待します。

（担当：和田賢一）

