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❶愛媛県伊予市にある㈱フジサキ／❷工場内は5 Sが徹底されている／❸同社の強みである溶接技術

最新加工設備で多様な
ステンレス製品の加工に対応
最強の職人集団により良いモノを適正な価格で提供する
「フジサキスタイル」を確立

株式会社
「俺もいつかは、こんな工場の主に」

出すのがとにかく大好きでした。友達に自慢したり、それで遊ん

㈱フジサキを創業した藤崎文吾社長は、学校卒業後に製

だりするわけでもなく、とにかく
『早く完成させたい』
『綺麗につ

缶工場に就職し、9 年半にわたって溶接技術などを習得。その

くりたい』という思いが強く、ワクワクしながら取り組んでいまし

後、建築金物工場に転職し、4 年半の経験を積み、退社する

た」と、藤崎社長は幼少期からの思い出を語る。

32 歳になった 2000 年に会社を退社、図らずも前々から計画

前には工場長になっていた。
社会に出てからは、いつか独立して自分の会社を設立するこ

していた会社創業の夢が一歩近づいた。しかし、開業資金も

とを目標に、展開・プログラム、抜き、曲げ、溶接など、板金加

乏しく、仕事の目途が立っていたわけでもなかった。そこで、夫
人である藤崎つゆ子さん（現・取締役）の実家の支援を受け、

工の一通りの技術を習得した。
「最初に勤めた製缶工場は従業員 5 名の小さな工場でし

国民金融公庫（現・日本政策金融公庫）から 850 万円の開業

た。数年後に、その会社が新工場を建設、竣工式のときに『俺

資金を借り入れ、愛媛県伊予郡砥部町八倉の貸工場で藤崎

もいつかはこんな工場を建てたい！ 絶対に建ててやるぞ！』と

工業を個人創業した。

決心しました。幼稚園の頃から、プラモデルなど、モノをつくり
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以前の勤め先からシャーリングマシン、ベンディングマシン、

藤崎文吾社長（左）と、夫人の藤崎つゆ子取締役（右）

コーナーシャーなどを安く譲り受け、以後少しずつ設備を増やし
ていった。開業して最初の 2カ月は仕事ゼロの状態が続いた
が、ツテを頼りに営業するうちに、溶接と穴あけの仕事から1 件
ずつ得意先を開拓していった。
当初は夫妻 2 人だけで仕事をしていたが、つゆ子夫人が 2

自動金型交換装置付きベンディングマシンHG- 1003 ATCの前で撮影。
スタッフ全員が集まる

高付加価値なステンレス製品を製作
工場移転後の設備は、アイアンワーカーが加わった程度で、
新設はしていなかった。仕事はティア 1 から受注するステンレス
製品の溶接が多いが、ステンレス製品のキズは最も避けなけ
ればいけない重要項目。しかし、現実にはキズが入っていたり、

人目の子どもの出産・育児のため一時的に職場を離れ、1 年ほ

マーキングやダボ加工忘れがあったりした。レーザ切断を協力

どは藤崎社長が 1 人で働いた。2 年目に 1 名の社員（現・工場

会社に依頼しても不良品が出たり、上流工程が手戻りしたりす

長）が入社、愛媛県内の板金工場から加工難易度の高いステ

ることで、下流工程の溶接工程はストレスも多かった。

ンレスの加工・溶接を中心に仕事をするようになった。2004 年
には ㈲フジサキと社名変更し法人化、仕事も増えていった。

「経営指針書」の作成

そこで 2007 年に AP100を導入、溶接が楽にでき、仕上がり
もきれいな製品を仕上げることを意識した展開を行って、それ
をメールで協力会社に送り、切断してもらうようになった。ところ

やがて、知り合いに紹介され、中小企業家同友会に入会、
藤崎社長の経営理念を「経営指針書」として作成し、それを
銀行に提出。熱意が認められ、新工場の移転費用の融資を
前向きに検討してもらえることになった。
経営指針書には、
「パートナーシップに従い、最強の職人集
団により、高付加価値ステンレス製品を提供・創造し、強い意
志で社会に貢献します。そして幸福を追求し続けます」という
藤崎社長の経営理念が盛り込まれ、以後同社はその理念に従
い、社会に貢献するモノづくりを追求している。
そして 2007 年、業務拡大にともない、現在の伊予市下吾川

会社情報
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に 300 坪の土地を購入、120 坪の本社工場を新築、移転した。
これを機に株式改組し、㈱フジサキとなった。

2015 年には新たに 300 坪の土地を購入、120 坪の新工場も

URL

株式会社 フジサキ
藤崎 文吾
愛媛県伊予市下吾川 1861-6
089-982-7627
2004年（2000年創業）
9名
精密板金加工（ステンレス・アルミ・チタン・
鉄・真鍮・銅 ）／金属特殊構造物製作／食品・
医療・自動省力化産業機械、 建築製作金物
など
http://www.fujisaki-fk.co.jp/

建設した。2 棟の工場屋根にはそれぞれ 50kW 未満の低圧の

主要設備

太陽光発電装置を設置した。発電出力は 100kW 未満だが 8

● パンチ・レーザ複合マシン：LC - 2012 C 1NT ● ベン
ディングマシン：HG -1003 ATC ● 2 次元CAD/CAM：
AP100×2 台 ● ブランク加工データ全自動作成 CAM：
Dr.ABE_Blank ● 曲 げ 加 工 デ ータ作 成 全 自 動CAM：
Dr.ABE_Bend ●生産管理システム：APC 21 ●バリ取
り装置：2 台

月には月間 50 万円の売電実績を上げ、
「フジサキ太陽光発電
所」も同社の新たなビジネスとなっている。
現在、ボイラー製品、水処理機器、食品機器、医療機器、
環境機器などを製造する大手企業のティア 2としての仕事が約

40%を占め、そのほかには約 50 社からの仕事を受注している。
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キングなど、工程を集約できるLC-

C1NT の導入を決めた。
「最初はレーザマシン単体の実機
見学をするつもりで、アマダ・ソリュー
ションセンター（神奈川県伊勢原市）
へ行きました。そこで EML などのパ
ンチ・レーザ複合マシンも見せてもら
いました。それまで当社は、バーリン
グなどは当社のセットプレスを使って
加工していました。タップ加工にも苦
労していたので、工程を集約できる

左：2 次元CAD/CAM AP100によるプログラム作業
右：HG -1003 ATCのAMNC 3 i でプログラムを呼び出す

複合マシンが当社には相応しいと思
いました。しかし、EML は当社の工
場には収まらない。そこで省スペー

が、それでも意図が十分に理解されずに、思うようなブランクが

ス性能が特長の LC-C1NTこそが最適な設備だと考え、導入

できなかったり、曲げ加工が甘くなり、突き合わせがうまくいかず

を決めました」
（藤崎社長）。

満足できる溶接ができなかったりと、藤崎社長の負荷が改善さ

導入後の 1 年間、LC-C1NT は毎月25 時間程度しか稼働し
なかった。それでも同社で受注する仕事は高付加価値な製品

れることはなかった。
そこで、自社で展開からブランク加工、曲げ加工、溶接まで

が多いため、展開から加工まで社内で一貫して対応できるよう

を一貫して行うことができれば、経営理念にもある高付加価値

になったことでムダがなくなり、全体的には生産性が向上、品質

なステンレス製品を提供・創造することができると考えるように

も改善し、導入効果を実感するようになっていった。2 年目から

なった。

は仕事量も増え、現在では毎月の稼働時間も100 時間を超え

LC-C1NT導入による工程統合でムダを排除
ところが 2008 年のリーマンショックで受注は激減した。起死
回生の策を講じ、2010 年頃からレーザマシンの導入を考えるよ

ている。

APC21の導入効果が大きい
仕事量が増えると今度は、曲げ工程が課題となっていった。

うになった。当時、ヘルスケアメーカーの仕事をしていた企業か

さらに営業、見積り、展開・プログラムをすべて行う藤崎社長

ら、ブランク加工の設備はないが卓越した溶接技術をもつ同社

に負荷が集中してきた。中でも受注が確定してからの生産手

へ、医療ロボットの引合いが入り、受注できる可能性が出てき

配が大変な工数になっていった。

た。それならレーザマシンが必要だと考え、さらに導入するなら
レーザマシン単体よりも、タップや成形加工、製品裏側へのマー

そこで、2013 年に生産管理システムAPC21を導入、受注
入力から生産手配までを一貫して行うようになった。

左：パ ン チ・レ ー ザ 複
合マシンLC- 2012
C1NT
右：LC -C1NTで 加 工
後のスケルトン。整
理整頓されている
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整備された溶接ブース

食品機械向けのSUS 304 製バケット

工場内の床清掃にはロボット掃除機
を活用している

「これまでは私が毎晩、夜なべして見積り、受注台帳への入

ドデジタルベンディングマシンHG に ATCをプラス、金型交換

力、作業手配、展開プログラムに対応していましたが、思い切っ

作業を自動化することで、多品種小ロットのアセンブリー生産に

て APC21を導入しました。今では受注入力から作業手配、出

対応することができる。

荷までの全体を藤崎つゆ子取締役が 1 人で対応するようになり

「スキルが必要な金型交換作業を自動化できるので、未経

ました。特にここ1 〜 2 年はリピート品の割合が増え、ピークで

験者でもベテラン同様の曲げ加工ができると考えました。LC-

70%、平均では 50% がリピート受注に変わりました。そうすると

C1NT が順調に稼働する中で、後工程の曲げ加工の負荷が

APC21 が効果を発揮してくれます」。

増大していたので、負荷の軽減にも役立つと思いました。HG

「私を含めて 9 名という小さな規模なので、現場で着手・完

導入に併せて曲げ加工データ作成全自動 CAM Dr.ABE_

了の入力はしておらず、事務所での生産手配から納品まで、

Bendも導入、外段取りで曲げ加工データ作成を行い、現場で

工場の入口と出口しか管理していませんが、それでも正確な

はデータを呼び出してアセンブリー生産に対応し、多品種の製

納期管理ができるようになりました。現在、リピート受注の割合

品の曲げに対応することを考えています」
（藤崎社長）。

が高くなってきているので、APC21 のおかげで、まだどのくらい
受注できるかという見込みや、納期の問い合わせなどへの対

「フジサキスタイル」の追求

応も、進捗を把握して十分に対応できるようになりました。導入

「お客さまが、当社の製品に対して心配や不安が何ひとつな

して 3 年になりますが、これは役立っています」と、藤崎社長は

く満足していただける製品を製作することが当社の役割です。

APC21 の導入効果を高く評価している。

HG-ATCで省熟化を目指す
社長夫妻を含めて 9 名という同社だが、こうして生産能力が
格段に高まっていった。そんな中での藤崎社長の悩みは社員
が定着しないことだった。
「工場長を除く社員の定着率は決して良くありませんでした。

それが続く限り、当社を必要としてくださるお客さまが必ずいる
と思いますし、それは私や社員の存在価値や人格が認められ
た証だと思います。これからも、加工を通した当社独自の表現
形態を確立し、良い物を適正な価格で提供する『フジサキスタ
イル』を構築していきたい」。

49 歳でますます意気軒昂な藤崎社長の明るい笑い顔が印
象に残った。

働きがいがある、ずっとここで働きたくなるような会社にするた
め、知り合いに社会保険労務士を紹介してもらい、就業規則を
見直し、休日を増やし、人事評価システムを導入し、面接にも力
を入れていきました。6月には新たに 3 名の若い社員を採用しま
した。3 名とも板金加工は未経験ですが、モチベーションが高
いので、これから 最強の職人 として育てていこうと考えていま
す。そしてチーム一丸となって、日本一の最強の職人集団を目
指します」
（藤崎社長）
と意欲を燃やす。
そんな時期に導入したのが、自動金型交換装置（ATC）付
きベンディングマシンHG-1003ATC。新機構搭載のハイブリッ

工場屋根には約100 kWの太陽光発電装置を設備。発電量を事務所でモ
ニターしている
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