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─今までの経歴

葛城工業所として祖父の代から起業し、現在40年近く経

ちます。今までの間で本社工場拡充し、また田原本工場・

古寺工場を作り、ひとつひとつ夢を達成してきました。そ

の後リーマンショックからの3期が厳しく、また仕事の波

が激しい現状であり頭の痛い状況です。

また、経済のグローバル化や震災の影響を受けて我々中

小企業も変革を求められています。

─社員育成と品質管理について

昔の当社では現場任せにしていたため、主導権は現場に

ありました。そこで多くの問題が発生していました。

ひとつは、仕事を受注しても「出来ないものは出来ない」

と突っぱねられてしまうこともありました。そこで、事務所

主導にして生産計画を立て仕事の流し方を変えました。

もうひとつは品質管理です。作業を進めていく上で検査は

必ず必要なものですが、当時の現場では仕事をしている手

を止めて検査をする事を面倒くさがってしまい、「いちい

ちそんな事をしていると品物があがらない」と不満があ

がったりしました。曲げや溶接という与えられた仕事をた

だこなすだけではなく、検査をきっちり行い品質の保証を

して初めて完成品である、という事を浸透させる事が難し

かったです。現在は、頻繁にお客様が会社に訪問されるよ

うになり、社員の意識も「品質管理は必要なことである」

と認識できるようになりました。

その事を踏まえて人材育成で大事であると思っている事

が、社外の世界に触れることです。人と触れることで「与え

られる」ばかりではなく「自分で考える」人間に育つので

す。そして責任を与えられることで仕事に対する意識も変

わってきます。当社では会社は大方針のみを立て、担当を

与えられた社員はそれに対して自分で考え、各部署へ指示

を出す方式を取っています。また外へ出ない現場の社員

に関しては、今回のような見学会を通じて他の会社の方に

刺激されて、改めて自分自身の意識改革、また自分が社会

人として他社の方からどう見られているかを意識してもら

えるのが一番だと思っています。

─これからの課題

余裕があるからとだらだらと仕事をするのではなく、計画

を立てて部下に対してメリハリを付けた指導をしていける

管理職を育てることです。管理者は特別、現場の仕事が出

来なくてもいいのですが、使われる立場の人間からは「現

場の事も考えてくれ」と要望があり上司との板ばさみにな

りがちです。また、現場仕事が出来れば管理職が務まるか

がイコールでは結べない難しさがあります。「人を納得さ

せる」能力を身に付けるのは大変ですからね。
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インタビュー 他者と触れることで、「与えられる」ばかりではなく

「自分で考える」人間に育つ

交流および技術交流を行いました。この交流を
通じて、お互いの良いところを吸収できるような
『創る研修』となれたら幸いです。
今回の会合の会場を提供していただいた、ウィ
リークラブ副理事長の吉岡様に取材のご協力を
いただきました。ありがとうございました。

経済のグローバル化に伴う競争の激化、複雑に
なっていくユーザーニーズ、環境問題など企業を
取り巻く環境は厳しさ・難しさを増しています。そ
こで、今回のウィリークラブ工業会の会合では、
「他に学ぶ」ことを通じ、人材育成を主の目的とし
て、普段なかなか交流がもてない、他社社員間の

吉 岡  弘 修
ウィリークラブ工業会 副理事長

Hironobu Yoshioka
Profile
平成22年09月 ISO9001:2008
 品質マネジメントの認証・登録
平成20年11月 古寺工場新設
平成19年11月 新工場設立（本社・生産工場の移転）
平成18年02月 代表取締役に吉岡弘修　就任
 取締役会長に吉岡義浩　就任
平成17年04月 エコアクション21（環境省）の認証・登録
 （環境経営システム・環境活動レポート
   ガイドライン2004年度版）
平成15年02月 資本金増資2,000万円
平成14年07月 広陵町古寺に物流倉庫を移設
平成10年05月 田原本町千代に田原本工場を新設
平成06年01月 パナソニックレーザー加工機導入
平成05年06月 広陵町大野に物流倉庫新設
平成04年04月 資本金1,000万円に増資
 有限会社から株式会社に変更
 本社を広陵町沢527番地へ移転
平成03年03月 本社新社屋完成　タレットパンチプレス導入
平成元年06月 資本金増資500万円
昭和51年01月 「有限会社 葛城工業所」法人設立 / 資本金200万円
昭和49年03月 「葛城工業所」開業

■本社工場
〒635-0804
奈良県北葛城郡広陵町沢338
TEL. 0745-56-6335
FAX. 0745-56-3112
E-Mail : info@ktrg.co.jp

代表取締役 吉岡 弘修
資　本　金 2,000万円
創　 　　業 昭和49年3月
社　員　数 85名
 （2011年現在）

■田原本工場
〒636-0246
奈良県磯城郡田原本町千代297-6
TEL. 0744-34-3150
FAX. 0744-34-3155

■古寺工場
〒635-0815
奈良県北葛城郡広陵町古寺548

葛城工業株式会社

他者と触れることで、「与えられる」ばかりではなく
「自分で考える」人間に育つ

～見学会を終えて～
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工場見学会の様子・レポート工場見学会の様子・レポート
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Report from secretariat

当日はあいにくの雨天でしたが、無事に見学会を終えることが出来ました。これも一重に会員

の皆様のおかげです。ご参加いただきました方々はお疲れ様でした。今回の見学会の様子を

レポート形式にしてまとめました。

吉岡社長から会社の概要についてご説明をしていただ
いた後、タレパンとレーザー加工の様子から見学させて
いただきました。

タレパン・
レーザー加工1

検査や商品管理は、どの企業様でも悩ましい問題であり
ます。仕掛品の管理の仕方や検査のやり方は、やはり気
になるのか、興味深々の様子でした。

組立・梱包・検査

社員交流

4

溶接3

加工を座って行うことに興味を示された方
がいらっしゃいました。

2 曲げ加工
2階食堂にて、社員様同士で交流会を行いました。
時間を仕切っての交流会という慣れないイベントにも関
わらず、みなさん現状についてやトラブル対処について
など、いろいろな話題で会話してくださいました。

5

溶接ロボット3台の迫力と移動式の製品整理棚に興味
を持っておられました。工場見学会の様子



Q1. 今後も他社様の工場見学を
 してみたいですか？

Q3. 他社社員様と会話をされた感想をお願いします。
・地域が離れていても社会概況は非常に近いという所感。
・同様な問題を抱えている点などは今後工業会にて討議してみては？
・今後も見学会の場があると良い。
・品質に関して同じような問題を持っておられる事が分かりました。

・貴重な意見が聞けてよかったと思います。
・話を聞いて、他社の方も同じような問題があるんだなと思いました。
・ぜひ次回に参加したいと思います。
・機会があれば他社の工場見学をお願いしたい。

Q5. Q4とは反対に、工場見学をして気になった点があればお教えください。
・在庫管理がきちんと把握されているという現場の達成度は、
どのように明確にしているのか。

・夏季の環境はどうなのか？かなり暑いのでは…？
・作業指示をどう出しているのかを細かく見てみたいです。

Q4. 葛城工業様の良かった点、自社で検討できそうな点についてお教えください。

時間・場所に都合が
合えばしてみたい

是非してみたい

Q2. 今までに他社の方と交流を持たれたことは
 ありますか？

いいえ

はい

会員様で次回の打ち合わせをしている間に、社員様同士の交流会をさせていただきました。

同じ業種であっても、お互いの仕事のやり方や流れなどは企業ごとに違うので新たな発見が

あったのではないでしょうか？ また、同じ悩みを抱えている場合もあり、「自分たちだけではない

んだ」と思っていただければ良いなと感じました。また、これか

らの若い世代の方も先輩たちの会話から各々で自社の先

輩・上司と接する以外での刺激を受けていただければ幸

いです。

工業会の掲げるオールジャパンの目的に則り、お互い

の刺激になればと考えております。

社員交流会
Result of the questionnaire

アンケート結果
Exchange of opinion

・多種に及び商品がある中で明示がしっかりされており、整理・整頓がよ
くされている所感を持ちました。
・WCプレスとシャーリングを使っての材料取り（材料の無駄がない）
・プレス、組立作業を座って作業していることが立ち作業と比較して効
果はどうなのか、個人的には良いと思いました。
・整理整頓の仕方。
・製品に合わせた工場作りをする事。
・品質管理がしっかりしていると思います。

・小さな部品などの棚管理がしっかり出来ていた（ロフト部分、スペース
の有効活用）
・自社においても部材単位での棚入れなどが出来るようにしたい。タバ
コを吸うスペースが1ヶ所しかなく、時間厳守をしていること（モラルが
高い）
・量産品に対して、ロボットの溶接を入れていたりと目的に応じた設備が
入っていると思いました。
・作業場がしっかりと分けられていて、設備が整っていると思いました。

会合後、皆様にアンケートを取らせていただきました。次回、また交流会を行うときの参考にして
いただければと思います。
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社員交流会│アンケート結果社員交流会│アンケート結果
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求人案内 求人案内

① 板金加工の溶接･仕上げ
② 生産管理/生産計画の作成･管理
③ 設計/CAD､CAMを使用した図面作成

内　容

株式会社 イズミ愛知県一宮市

〒494-0012 愛知県一宮市明地字南古城50  0586-69-3983（採用係）

未経験ＯＫ 資格取得支援 土・日・祝 / 休日

正 契 派

月給18万円以上＋残業手当別途支給給　与

8:00～17:00　※2時間毎に10分の休憩があります｡時　間

【本社工場】愛知県一宮市明地字南古城50
【一宮工場】愛知県一宮市明地字東下城97

勤務地

昇給年1､賞与年2､各種社会保険完備､交通費規定支給､
各種手当､報奨金制度有､社内外注制度有､クラブ有
■教育支援制度有
工場管理者養成コースやリーダー術などの技術講座や
マネジメント講座などを無料で受講可能｡
費用は全額当社が負担します｡

待　遇

土･日･祝日　　夏季､年末年始､有給･慶弔
※会社カレンダー(土･祝は出勤の場合あり)

休　日

元気のある方、
　　　　　大募集！

20代が6～7割活躍
！教育制度充実！

手に職をつけられる
環境です。20代が6～7割活躍
！教育制度充実！

手に職をつけられる
環境です。

元気のある方、
　　　　　大募集！

① 板金加工の溶接･仕上げ
② 生産管理/生産計画の作成･管理
③ 設計/CAD､CAMを使用した図面作成

内　容

株式会社 イズミ愛知県一宮市

〒494-0012 愛知県一宮市明地字南古城50  0586-69-3983（採用係）

未経験ＯＫ 資格取得支援 土・日・祝 / 休日

正 契 派

月給18万円以上＋残業手当別途支給給　与

8:00～17:00　※2時間毎に10分の休憩があります｡時　間

【本社工場】愛知県一宮市明地字南古城50
【一宮工場】愛知県一宮市明地字東下城97

勤務地

昇給年1､賞与年2､各種社会保険完備､交通費規定支給､
各種手当､報奨金制度有､社内外注制度有､クラブ有
■教育支援制度有
工場管理者養成コースやリーダー術などの技術講座や
マネジメント講座などを無料で受講可能｡
費用は全額当社が負担します｡

待　遇

土･日･祝日　　夏季､年末年始､有給･慶弔
※会社カレンダー(土･祝は出勤の場合あり)

休　日

ものづくりを
楽しもう。

① 板金加工の溶接･仕上げ
② 生産管理/生産計画の作成･管理
③ 設計/CAD､CAMを使用した図面作成

内　容

株式会社 イズミ愛知県一宮市

〒494-0012 愛知県一宮市明地字南古城50  0586-69-3983（採用係）

未経験ＯＫ未経験ＯＫ 経験者歓迎 資格取得支援 土・日・祝 / 休日

当社では、将来に向けた長期勤続によるキャリア形成を考えて
います｡本気で頑張れる方､熱意を持って取り組める方を採用
します｡
経験は全く問いません｡学校で学んだこと､聞いたことがある
程度で大丈夫です｡現在も自分の手に職をつけたいと､一から
頑張っている２０代のスタッフが沢山います｡
大切なのは目の前の業務にまじめにコツコツ､根気よく取り組
むことです｡新しい職場環境で自分を成長させたい方、一緒に
当社で実現させませんか？

正 契 派

月給18万円以上＋残業手当別途支給給　与

8:00～17:00　※2時間毎に10分の休憩があります｡時　間

【本社工場】愛知県一宮市明地字南古城50
【一宮工場】愛知県一宮市明地字東下城97

勤務地

昇給年1､賞与年2､各種社会保険完備､交通費規定支給､
各種手当､報奨金制度有､社内外注制度有､クラブ有
■教育支援制度有
工場管理者養成コースやリーダー術などの技術講座や
マネジメント講座などを無料で受講可能｡
費用は全額当社が負担します｡

待　遇

土･日･祝日　　夏季､年末年始､有給･慶弔
※会社カレンダー(土･祝は出勤の場合あり)

休　日

電話連絡の上、下記住所まで履歴書を送付ください｡
お電話でのお問い合せ､ご質問等も歓迎です｡面接･入社日も
ご相談下さい｡

応　募

[応募]⇒[一次：書類選考]⇒[二次：面接]⇒[採用]
※面接は本社事務所(下記)にて行います｡
※採用までは2週間位を予定しております｡
※採否は､あなたのヤル気や意欲､人柄をもとに行います

選考
プロセス

プレス板金製造業に携わるお仕事です。
営業・CADオペレーター・現場・事務など
（まずはお問い合わせください）
6名
本社（愛知県一宮市）・滋賀営業所（滋賀県栗東市）
8:00～17:00　※2時間毎に10分の休憩があります｡
週休2日制　夏季､年末年始､有給
各種社会保険完備､交通費上限30,000円まで支給
有り　※2～3ヶ月程度
管理業務5年以上　ワード・エクセル必須
電話連絡の上、履歴書持参の上ご来社いただくか、
またはウェブエントリーにてご応募ください。
⇒http://izumi.co.jpもしくはhttp://www.izmi-work.com
【本社】愛知県一宮市明地字南古城50番地
【交通機関をご利用の場合】
一宮駅より名鉄尾西線・津島行萩原駅下車より徒歩15分

株式会社 イズミ 愛知県一宮市明地字南古城50番地
0586-69-3983 採用担当係まで

葛城工業株式会社 奈良県北葛城郡広陵町338
0745-56-6335  採用担当係まで

業務内容
仕事内容

募集人数
勤務地
時　間
休　日
待　遇
研修制度
必要スキル
応　募

住　所

アクセス

事業拡大に向け
増員大募集！

20代が6～7割活躍！教育制度充実！
手に職をつけられる環境です。

〈ME-2305〉特許出願中

バリ取り機 保護ビニール付きの加工事例 SUS 片研 t=1.5 シール貼り レーザー加工
※シールを貼った状態で加工

集塵装置・精密鈑金溶接加工・レーザー加工

〒959-0113 新潟県燕市笈ヶ島1365-1　TEL.0256-97-4846  FAX.0256-98-4821手作業のバリ取り作業からの効率アップをお考えの方に。
※作業時間を最大1/5～1/20（当社比）削減

板金屋が追求した板金屋の為のバリ取り機

ME-230
1,000㎜
1,070㎜
W2,025×H2,130×D2,085㎜
1,750㎏
0～4.1m／
14.4kW

形 式
最大ワーク幅
最大ワーク高さ
機械外形寸法
機 械 重 量
コンベア速度
電 力

テストピース受け付けます。（詳しくはホームページにて）

http://www.baritoriki.jp
E-mail : info@baritoriki.jp

シグマテックジャパン株式会社
〒221-0005　神奈川県横浜市神奈川区松見町3-543-73
TEL. 045-421-5926　FAX. 045-421-5924

更なる進化、より良い効率化。

Nest with the BEST.

www.sigmanest.co.jp
sales-jp@sigmanest.com

URL / E-mail

エリア 愛知県一宮市・滋賀県栗東市

事業拡大につき人材募集！

経験者歓迎未経験ＯＫ

建築金物の製造販売、ユニットバスルーム・
システムトイレ（ホテル・マンション・戸建・集合住宅等）
向けの組み立て用部材の製造・販売
水処理装置の製造
①品質管理　②発注管理　③工程管理　④営業職
4名
本社（奈良県北葛城郡）
8:00～17:00
日曜日・祝祭日（土曜日は会社カレンダーに順じます）
ゴールデンウィーク、夏季休暇、年末年始、有給休暇
基本給制度 (経験・年数等を考慮のうえ優遇します）
昇給年1回、賞与年2回、社会保険・健康保険完備
有り　※2ヶ月
電話連絡の後、履歴書を下記住所まで送付してください。
奈良県北葛城郡広陵町338

業務内容

仕事内容
募集人数
勤務地
時　間
休　日

待　遇

研修制度
応　募
住　所

エリア 奈良県北葛城郡

販路拡大につき
リーダー候補
募集！！

今の実力を超えたいという方、
是非当社で働きませんか？

将来にむけ
て

目的を持っ
た

行動を取れ
る方求む！

管理の経験が十分にある方

未経験ＯＫ学歴不問 経験者歓迎

板金製造業にて、プレスブレーキ及び半自動・TIG溶接
2名
愛知県一宮市西荻原
8:00～17:15　※残業有り｡
週休1日制　祝日、夏季､年末年始
有り　※3ヶ月
同業種にてプレスブレーキ、半自動及びTIG溶接経験者
電話連絡の上、履歴書を下記住所まで送付ください。
またはウェブエントリーにてご応募ください。
⇒http://www.asano-kogyo.com/
愛知県一宮市西荻原1312番地
【交通機関をご利用の場合】
一宮駅より名鉄尾西線・津島行萩原駅下車より徒歩15分

浅  野  工  業

株式会社 イズミ

葛城工業株式会社 浅野工業

愛知県一宮市西荻原1312番地
0586-68-2359 人事担当：浅野まで

内　容
募集人数
勤務地
時　間
休　日
研修制度
必要スキル
応　募

住　所
アクセス

エリア 愛知県一宮市

学歴不問！真面目で
一生懸命な方求む！

事業拡大につき、
社員募集中！コミュニケーション能力が

高い方、求む！

経験者・必須スキル

板金製造業従事者である事
経験者・必須スキル

管理経験がある方
経験者・必須スキル

テック・ワーク株式会社 京都府長岡京市勝竜寺八ノ坪 1-6
075-951-9531 採用担当係まで

経験者歓迎未経験ＯＫ

精密板金加工、塗装、組立
2名
京都府内の各事業所
8:30～17:00
週休1日または2日、祝日、夏季、年末年始、有給休暇
※土曜日は会社カレンダーに順じます。
各種社会保険完備、交通費上限20,000円まで支給
皆勤手当、家族手当支給
有り　※3ヶ月
同業種にて勤続3年間（別途相談に応じます）
電話連絡の後、履歴書を下記住所まで送付してください。
京都府長岡京市勝竜寺八ノ坪 1-6

内　容
募集人数
勤務地
時　間
休　日

待　遇

研修制度
必要スキル
応　募
住　所

エリア 京都府内

当社では新たに海外
進出し、

事業を拡大していま
す。

私たちと一緒に頑張
りましょう！

テック・ワーク株式会社

金属精密板金加工
経験者・必須スキル

ウィリー株式会社 岐阜県大垣市三本木3-16-2
0584-77-0616 採用担当係まで

経験者歓迎未経験ＯＫ

①ソフトウェア開発　②システムエンジニア
③CADCAMオペレータ
2名
本社（岐阜県大垣市）
9:00～18:00　※ただし、8：50から朝礼があります。
日曜日・祝祭日、ゴールデンウィーク、夏季休暇、年末年始、
有給休暇有り、慶弔休暇有り
基本給制度 (経験・年数等を考慮のうえ優遇します）
昇給年1回、賞与年2回 (プロフィットシェアリング制) 
社会保険・健康保険完備、交通費上限24,500円まで支給
有り　※2ヶ月
パソコンの基礎知識（エクセル、ワードできればパワーポイント）
ソフト開発経験1年以上
電話連絡の後、履歴書を下記住所まで送付してください。
岐阜県大垣市三本木3-16-2

内　容

募集人数
勤務地
時　間
休　日

待　遇

研修制度
必要スキル

応　募
住　所

エリア 岐阜県大垣市

販路拡大につき
リーダー候補
募集！！
・自発的に仕事ができる方。
・責任感のある方。
・前向きで明るい方。

こんな方を求めています。

ウィリー株式会社

ソフトウェア開発をした経験がある方。
CADのオペレータ経験がある方。

経験者・必須スキル

6名
ひとつひとつをしっか

りと

前向きに取り組んでく
れる方を

求めています！当社では新たに海外進出し、
事業を拡大していま

す。

私たちと一緒に頑張
りましょう！

天＝25mm　　地＝20mm　のど＝14.5mm　小口＝17 ㎜　版面：242*181
本文＝リュウミンＲ　14Ｑ/21H 送り　2ｄ組 /ベタ組み /24 字詰め /46Ｌ/ 段間 10.5 ㎜（3字）
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PLANAR
Measuring System

精密板金用オプチカル３次元測定機

Measuring System

精密板金用オプチカル３次元測定機

非接触型3次元測定器
スキャン3Ｄ リリース

（2011.4.リリース）

簡単な操作と、驚異的なコストパフォーマンス。
板金加工のために開発された新発想の精密３次元測定器。
簡単な操作と、驚異的なコストパフォーマンス。
板金加工のために開発された新発想の精密３次元測定器。

スキャン3Dはカメラとプロジェクターを使い測定します。プロ
ジェクターから白と黒のラインが光放され、そのラインの公差
をカメラに転送し測定します。測定データは3次元データ
（SAT、IGES）と自動的に比較・照合されるので、誰が測定して
も同じ測定値になります。

有限会社 イージーデータジャパン
〒240-0401 神奈川県海老名市東柏ヶ谷1-27-1-701

TEL.046-234-1915    FAX.046-235-2061
URL : www.e-zdata.jp E-mail : ezdatajp@aol.com

非接触型3次元測定器
スキャン3Ｄ リリース

プラナープラナー

WORLD REPORT

中国国際工作機械展示会にて
［ワールドレポート：連載第 1回］─中国国際工作機械展示会にて

海外の板金をはじめとする情勢をお伝えします

2011年4月11日から16日の6日間にかけて、北京にある中国新
国際展覧センターにて第12回中国工作機械展示会（CIMT）が
開催され、多くの人で賑わっていた。世界各国から、約1,400社
の工作機械、制御装置、金型等のメーカーが出展していた。
3年前の中国の記事によると、副首相兼情報産業大臣が副大
臣及び担当者を伴い2009年の同展示会に訪れ、ブースを回
り、最後に工作機械全体の売上高の状況を聞いていた。当時、
彼は強く中国の工作機械産業の発展を懸念していたらしい。そ
の後の参入スピードが早いのか、今回の展示会では中国企業
が全体の約40%のスペースに出展する程に成長していた。
残りの60%に代表的なメーカーとして、日本からはヤマザキマ
ザック、三菱電機、アマダ、村田機械、森精機等、日本以外の国
からはアメリカ、ドイツ、スイス、イタリア、イギリス等のヨーロッパ
勢も盛んにディスプレイと誘客を行っていた。

今回は特に板金機械に目を向けて調査してみた。中国企業へ
のレーザー加工機販売台数を調査してみると、スイスの
Bystronic（ビストロニック）が強く、続いてミツビシ、アマダ等の
日本メーカー、ドイツのトルンプ社である。
CNCタレットパンチプレスについては、村田機械、アマダ、ド

航空写真から見る、中国新国際展覧
センター。建築総面積66万㎡の広さを
誇る。東京ドーム約16個分である。こ
のうち、展覧館と付属施設の建築面
積は４０万㎡、展覧館の延べ床面積は
２０万㎡。
また、周辺の建物と比較してもその大
きさが分かる。

今回特に目についたのが、中国、台湾企業の参入である。
中国企業は、Yawei（イー・ウェイ）という企業がタレパン・レー
ザー・ベンダー・シャーリングまでのソリューション機械を販売し
ている。また、金方園（キンポーエン）は低価格の複合機・タレパ
ン・レーザー・ベンダーと販売台数が好調である。その他にはあま
り知られていない中国企業が10社ほど、レーザー加工機・タレパ
ンを出展していた。

台湾からは、タイリフトがタレパ
ンとブレーキを出展していた。こ
の企業はフォークリフトを製造し
ているメーカーであるため、機械
の剛性がいいらしい。

2日間を掛けてブースを回ったのだが、会場が広すぎるのと、出
展社数が多いため、全てを理解するには至らなかった。中国メー
カーの機械は加工機械精度の実証は別にして、金型等の消耗
品を含め、価格が日本の機械の約3分の1のところもあり、コスト
パフォーマンスでの競争も激しくなってくる予感を実感した。そ
れと同時に中国での板金機械の販売台数の多さには圧倒され
た。この展示会を通して、日本企業は、まねをして作る時代は終
わり、世界ををリードしていく最新技術をリリースしていく立場で
あることが実感された。

safan（サファン）タイリフト

Yawei（イー・ウェイ）のベンダーYawei（イー・ウェイ）のタレパン

「世界三大工作機械見本市」の
開催規模をしのぐ勢い

国内外の加工機械メーカーの
中国市場における動向

目に見えて分かる、
中国・台湾企業の台頭

終わりに 第12回
中国国際工作機械
展覧会（CIMT2011）

●期間： 2011年4月11日(月)
 　　　　　　　～4月16日(土) 
●時間： 9：00～16：30
●会場： 北京・中国国際展覧中心（新館） 
 北京市順義区天竺裕翔路88号
●主催： 中国机床工具工業協会

金方園（キンポーエン）イツのトルンプ社は日本市場同様にあるのだが、日本では流通
していないLVD（ストリピット アメリカ）等も出展していた。

会場の見取り図

連載企
画

WORLD REPORT
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