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　インターネット通販では、破損防止のために商

品がエアー緩衝材で包まれて箱に入って送られて

くることがよくあります。緩衝材もかつては「プ

チプチ」と呼ばれる小さな円形の気泡緩衝材がほ

とんどでしたが（ストレス解消に指でつぶしたこ

とのある方も多いのでは？）、最近は「エアー緩

衝材」という、いろいろな大きさ・形のものを見
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かけるようになりました。

　今回取材した白河電産株式会社は、エアー緩衝

材を作る機械の製造販売を主力にハーネス組立な

どを受託製造している企業です。同社は、閉鎖さ

れた工場の従業員であった方々が立ち上げた会

社であり、「お客様の事業展開に役立つ会社」を

モットーに、幾多の苦難を乗り越えて軌道に乗せ

た企業です。

　今回は西郷村の本社工場を訪ね、鈴木宏茂社長

に会社設立からの沿革、主力製品であるエアー緩

衝材製造機「エアレディー」などについてお聞き

しました。

○会社設立の経緯について教えてください

　～前身となる工場は1984年、現在地に～
　私は棚倉町の農家の生まれで、子供の頃から故

郷に工場を建てて、地域の人たちが働いて安心し
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て生活できるようにするのが夢でした。大学で電

気工学を学び、卒業後は電磁機を製造する東京の

ある会社に就職しました。いずれ福島県に帰りた

いと思っていましたが、当時の社長が山梨県に工

場を建てたいと言うのを聞いて「これはチャンス

だ」と思いました。西郷村の工業団地が売り出さ

れていることを知っていた私は、東北新幹線が開

通して間もない西郷村は、首都圏から近いうえに

交通の便が良く、しかも土地が安いという優位性

があるので、山梨県ではなく福島県に工場をつく

ることを訴えました。最終的に私の案が採用され、

1984年に同社の白河工場が現在の当社所在地に建

てられました。

○工場進出後はどのような経緯をたどったの

　ですか

　～2009年に閉鎖された工場の仲間10名の

　　出資で会社設立～
　電磁機の会社はその後、経済情勢の荒波を受け

福島県から撤退することになり、大手工業用ミシ

ンメーカーの JUKI グループの資本が入り、白河

工場は白河電産株式会社と名前が変わりました。

現在の社名と同じではありますが、資本的には全

く別の会社です。その後、同グループ企業として、

JUKI 電産株式会社、JUKI 精密株式会社白河工

場と社名が変わりましたが、2008年９月のリーマ

ンショックによる不況を受け、翌年３月に工場は

閉鎖となってしまいました。

　当時、白河工場には57名の社員がいたのですが、

不況下での再就職は非常に難しい状況にありまし

た。私はその当時、生産管理部長の職にあったの

ですが、それならば自分たちで会社を興そうと決

心し、私を含め工場の開発、営業、製造、調達と

いった部門の仲間10名が出資して2009年５月に新

しい白河電産株式会社を設立しました。出資した

10名に東京駐在の営業担当１名を加えた11名で当

社はスタートしました。

○会社が軌道に乗るまでは大変だったのでは

　ないですか

　～JUKI 株式会社の支援も受けて軌道に乗る

　　ことに成功～
　JUKI さんからはいわゆる EBO（Employee 

Buy out：従業員への事業譲渡）という形でご支

援をいただきました。土地と工場建物の賃借をご

承諾いただき、その後、購入いたしました。また、

資材・工具・車両を譲り受けるなど、JUKI さん

からは創業時にご支援をいただき、何とか体裁を

整えた環境で営業を開始することができました。

　しかしながら、創業時はしばらくの間受注が少

なく苦労をしましたが、エアー緩衝材製造機やそ

の消耗品の販売先を拡げる活動をしながら受注

活動に励んだ結果、得意としている電磁機製造、

ハーネス組立そして電装品の組立の製造依頼が

徐々に増えてきました。

　JUKI さんから譲渡されたエアー緩衝材製造機

「エアレディー」に関しては同製品の製造・販売

の権利と同時に既存顧客に対する機械のメンテナ

ンスなどの義務のすべてを引き受けて、現在は当

社の主力事業のひとつとなっています。
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主力製品のエアー緩衝材製造機「エアレディー」
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○エアー緩衝材製造機とはどのようなもの

　なのですか

　～当社の「エアレディー」は必要なサイズ・

　　個数のエアー緩衝材を必要な時に作ること

　　ができる～
　緩衝材は梱包の際に外部からの衝撃や振動を和

らげる資材で、発砲スチロールやバラ緩衝材など

が知られています。これらの資材は手軽に使用で

きて便利ではありますが、保管スペースが必要で、

また、受け取った側が処分に困るという不便さも

あります。エアー緩衝材は必要な時に必要な数を

機械でフィルムに空気を入れ膨らませるので、保

管場所をとることなく、空気を抜けば小さくなる

ので処分も楽にできます。

　開発立上当時のエアー緩衝材製造機のメーカー

は、主に米国に２社と国内に当社を含めた２社の

計４社があり、当社製品「エアレディー」と他社

製品を比べますと、他社製品は必要なサイズに合

わせたフィルムをセットする必要があるのに対し、

当社製品の特長は１つのフィルムで、設定により

必要なサイズ、必要な個数を切り目付きで作るこ

とができ、必要なサイズごとに個別のフィルムを

セットする必要がありません。

○エアレディーはどのようなところで使われて

　いるのですか

　～食品や電子・精密機器などに利用されて

　　おり、全国各地にユーザーを有する～
　1998年、第１号機を販売開始した「エアレ

ディー」は現在の機種が４代目になります。使わ

れている分野は食品、電子・精密機器、化粧品・

医薬品、陶器・ガラス製品などさまざまです。異

なるサイズのエアー緩衝材を作れますので、同じ

梱包箱の中に異なる製品を入れて輸送することに

も適しています。自社で輸送しているメーカー、

運送会社両方に利用していただいており、全国各

地にお客さまがいらっしゃいます。アフターフォ

ローについては、お客様のラインを止める事が無

い様に代替の機械を送り、その間に故障した機械

を送ってもらうという方式をとっています。また、

不良品を作らないためにフィルムは純正品を利用

いただいており、その販売も行っています。沖縄

県については、航空便となり輸送費が高くなって

しまい、お客さまにとって不利益となるため販売

を行っていません。今後の課題としています。

○他にはどのような製品を作っているのですか

　～ハーネスなどを多品種少量の受注で生産～
　束線組製品などのハーネス事業、電磁ソレノイ

ド製品などのマグネット事業、電装組製品などの

電子事業を行っており、エアー緩衝材製造機と合

わせ４本の柱となっています。

　「エアレディー」は一定の在庫を必要とする製

品ですが、ほかの３事業は多品種少量の受注であ

るため、フレキシブルな生産体制（多品種少量生

産）で製造しています。同じ製品の大量注文があ

れば嬉しいですが、現実として量産品は海外で生

産されたものが多く、いかに少量で付加価値ある

製品を作っていくかを見出していかなければなり
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ません。たとえば、皆さまが日常生活で直接目に

する製品としては、エレベーター用階数表示装置

を作っています。

　また IT 専門家として独立していた旧工場時代

の仲間が事業を辞めると挨拶に訪れた時、当社に

スカウトし、事業所向けのウェブサイト制作など

の IT 事業を2018年に開始しました。

○会社として大切にされていることは何ですか

　～「お客さまの事業展開に役立つ会社」が

　　モットー～
　当社は応援してくださる方やお客さまなど“人”

に助けられて、ここまで会社を成長させることが

できました。当社はお客さまの声にお応えするた

め、常に「Quality（クオリティー）」「Cost（コ

スト）」「Delivery（デリバリー）」を第一に考え、

「お客さまの事業展開に役立つ会社」をモットー

に取り組んでいます。それらは、品質、コスト、

納期を指しますが、特に品質と納期は会社の姿勢

そのものが表われますので、つねに達成率100％

遵守を目標に仕事に取り組んでいます。

　また、従業員に対しては「体を大切にすること、

家族を大切にすること」が大事であると言ってい

ます。それらが徹底されれば、仕事に集中でき、

良い品質の製品を作ることができ、お客さまに喜

ばれる、また受注をいただくことになり、それは

自分の給料にはね返ってくるという好循環が生ま

れます。

○社員採用や人材育成についてお聞かせ

　ください

　～経験が必要な業務は職場内外での訓練を

　　積ませている～
　創業当初は先行きがわからず、新たに人を雇え

なかったのですが、会社が軌道に乗ったのち、採

用を始めました。創業時のメンバー10名プラス東

京の営業担当１名の11名から、現在は西郷村の本

社工場28名と東京営業所３名の計31名まで増えま

した。ただし、この人手不足の世の中、新卒者を

募集しても残念ながら採用できなかったので、社

員の親族を中途採用するなどして人を集めていま

す。

　「高齢化」が現在の当社の課題です。若い社員

に早く技術を継承していく必要があります。OJT

（職場内訓練）で先輩社員に指導させており、そ

れで足りない部分については、OFF-JT（職場外

研修）で勉強させています。当社の仕事のなか

で、ハンダ付けは、ともすれば簡単に見えますが、

しっかり付けないと年数が経ってから不具合が出

てきて事故につながることになります。実に経験

が必要な仕事ですので、職場内外で訓練を積ませ

ています。

○震災の影響は何かありましたか

　～物流に困り、風評被害の影響も受ける～
　西郷村の震度は６弱と強かったですが、当社は

固い岩盤の上にあったため、多少の被害で済み、

社員も全員無事でした。

　震災後、福島県内の物流はストップしたのです

企業訪問

組立作業には技術と経験が必要
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が、北海道のお客さまから「エアレディーのフィ

ルムを至急送ってくれ」と依頼があり、どうしよ

うかと困りました。いろいろ手配した結果、栃木

県の軽トラ運送業者に埼玉県の運送会社まで運ん

でもらい、そこから新潟港発の船便で北海道のお

客さまのもとへ何とか届けました。

　また、エアレディーの納入予定があった北陸の

お客さまから、「放射線が怖い」というお声をい

ただきました。「西郷村は東電第一原発から82㎞

も離れていて大丈夫ですよ」と言っても納得して

いただけず、ガイガーカウンター持参で納品し、

実際に放射線量を測り問題がないことを確認して

いただきました。

○今後の「夢」についてお聞かせください

　～「エアレディー」で全国制覇を目指す～
　私の夢は、沖縄県を除く全国46都道府県すべて

に「エアレディー」ユーザーを拡げることです。

まだ、山口・島根・鳥取・高知・和歌山の５県が

残っています。私の好きな言葉は「有言実行」で

す。人に話すことで自分から逃げずに強い意志で

行動し、物事を達成してきました。これからも苦

労することがあるかと思いますが、「有言実行」

の精神で頑張っていきます。

　東京で開催される展示会に出展しますと、中国

の方が「エアレディー」に興味を示されます。メ

ンテナンスの問題もあり、売るだけで終わりとい

う訳にいかず現状では難しいですが、今後、中国

など国外でも販売できないか、方法を模索してい

きたいです。

　故郷に工場を建てるという小さな頃の私の夢

は、棚倉町に近い西郷村で実現しました。西郷村

は空気もきれいで素晴らしいところですが、他県

の方には大抵「さいごう村」と呼ばれてしまいま

す。正しく「にしごう村」と呼んでいただけるよ

う、当社も全国にお客さまを拡げて西郷（にしご

う）村をアピールしています。今後も地域貢献と

お客さまの事業展開に役立つよう製品づくりに取

り組んでまいりますので、よろしくお願いいたし

ます。

【インタビューを終えて】

　鈴木社長と、同席いただいた中田取締役にお

話しを伺い、明るく豪快な鈴木社長、経理担当

で冷静沈着な中田取締役と、個性豊かな人材に

よって、創業間もない会社が、多くの助けを受

け大きく育ったのだと思いました。

　工場見学の際に「エアレディー」でエアー緩

衝材を作るところを実際に見させていただきま

した。サイズを自由に設定できるのは勿論、注

入する空気の量も調節することが可能であり、

１個１個切り離すことも簡単でした。体重100

キロ級の私がエアー緩衝材の上に乗ってみたの

ですが、緩衝材は破裂することなく無事という

見事な耐久性でした。

　有言実行でここまで会社を成長させてきた鈴

木社長と社員の皆さんの力によって、「エアレ

ディー」全国制覇の日が早く訪れるのではない

かと思いました。 　　　（担当：高橋宏幸）

企業訪問

会社について語る鈴木社長（右）と中田取締役（左）


