元気企業！紹介

勇気と夢を持って
社員 10 人の企業がベトナムへ進出
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一般産業機械の設計、製作、据付、保全までをトータルに手がける株式
会社キーテック。創業からわずか 16 年で、栗東工場の他、ベトナムにも工
場を持ち、新規でベトナム進出する企業の工場設備などを広く手がけてい
る。
ベトナム人スタッフを「使う」のではなく、信頼し「任せる」という岸場
社長ならではの経営方針が、社員の向上心を引き出し、困難な状況でも諦
めずチャレンジし続ける好循環を生み出している。ベトナム経済の発展と
ともに、先駆者としての存在感は、
益々大きくなることだろう。

日本とベトナムの架け橋に
ベトナム進出企業をサポート

を受け、
1 年間で100 台のマシンを

すのではと予想し、その前に、弊社

納入した実績もあります。

が拠 点を持つことは、大きなアド

「優れた機械を適 正価 格で」を
ー設立の経緯を教えてください。

モットーに、お客様に喜んでいただ
ける仕事を続けた結果、創業から2

15 年前まではエンジニアとして
産業機械メーカーに勤めていまし

考えました。
まず現地の様子を見ておこうと、

年目の2002 年には、自社工場を建

初めてベトナムを訪れたのが、2010

てることができました。

年の 10 月でした。
その 2 か月後には
ロンハウ工業団地と契約し、2011 年

たが、会社が突然倒産してしまった
のです。従業員はもちろん、機械を

バンテージになるのではないかと

ーベトナムへ進出した理由は？

の 2 月には営業許可が下り、操業ま
でトントン拍子に進んでいきました。

納入していた取引先の方も、その後
のメンテナンスをする会社がなくな

2009 年のリーマンショックで、突

その後、
ベトナムに進出してくる日

り、大変困っている様子でした。そ

然仕事がなくなりました。その年の

系メーカーから工場設備の仕事が

こで、当時の同僚 5 人とキーテック

売上げは前年の 3 分の 1 に激減し、

徐々に入り始めました。そして、ある

を立ち上げ、保全作業を引き継ぐこ

社員をリストラしなければならない

大手建材メーカーから、ベトナム工

とにしたのです。

ほど、
苦しい状況に陥ったのです。

場建設にあたり、合板を作る材料と

取引先は上場企業だけで10社以

そんな中、取引先のメーカーか

なる木材チップの加工機械の製作

上ありましたし、それが信用となっ

ら、ベトナムで工場を持つことを勧

依頼があったのです。弊社にとって

たのか、新規の仕事も次々と入って

められたのです。弊 社ではリーマ

は少し大きすぎる額の仕事だったの

きて、業績は順調でした。主に産業

ンショック後、どのように製造コス

ですが、
ベトナムスタッフのやる気を

機械を扱っていましたが、
2001年に

トを下げればいいかという課題が

信じ、
受注することにしました。

は大手エステ会社から「全自動人

ありました。そして、そのメーカー

木材から皮を剥ぎ、合板用にチッ

間洗濯機」の共同開発・製作の依頼

も近い将来、海外に生産工場を移

プにするという仕様で、
1 時間に50
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トンを処理するという高いスペック

です。彼を採用する際、家族を大切

え、プラザさんの紹介で、商談会※に

が要求されました。しかし、なかな

にする本人から
「故郷の両親に会っ

も積極的に参加しています。おかげ

かそのスペックに届かず、何度も改

てほしい」と言われ、ハノイにある

様でたくさんの見積もり依頼をい

良をくり返す状態が思いのほか長

ご実家に挨拶に行きました。私も彼

ただき、新しい仕事に繋がったケー

く続いたのです。

の両親に会うことで、責任ある日本

スもあります。

その結果、会社の運転資金が苦
しくなり、資金調達に奔走する日々

の保護者だと自覚することができ
ました。

やはり商 談 会で も弊 社 が ベト
ナム工場を持っていることに興味

が続きました。
「会社を潰してしまう

今、ベトナム工場に日本人スタッ

かもしれない」という状況にまで追

フはおらず、すべて彼らに任せてい

「失礼ですが、どうして御社のよう

いつめられ、もうこれ以上無理だと

ます。
ベトナムのスタッフ教育に関し

な社員10 人の会社がベトナムに工

諦めかけたその時、銀行から融資

ては、数名ずつ、栗東の工場に呼び

場を持つことができるのですか？」

の連絡を受けたのです。それ から

寄せ、日本のやり方を覚えて帰って

とストレートに疑問をぶつけられる

1 ケ月後、無事、要求されたスペッ

もらうという方法をとっています。現

ことがあります。そんな時は「勇気

クを達成し、設備を納入することが

地に日本人スタッフを派遣するよ

と夢と、いい人材に出会えたからで

できました。その結果、発注元の建

りも、日本に来て働いてもらう方が、

す」
とお答えしています。

材メーカーの合板生産量は以前の

日本語を覚えたり、仕事以外の日本

5 年後の目標は、ベトナム工場を

3 倍になったそうです。

文化に触れる機会が多いように思

栗東工場と同等の技術レベルにす

います。

ることです。ベトナムの経済発展は

この成功のおかげで、ベトナム工
場も軌道に乗り、現在では22 人の
ベトナム人スタッフがいきいきと働

を持たれるお客様が大変多いです。

目覚ましく、人件費も上がりつつあ
ーこれからの目標は？

いてくれています。

ります。現地の様々な業種で、手作
業でしていた工程を機械化しようと

厚い信頼で結ばれた
優秀な人材が成功の秘訣

好調なベトナム工場同様、栗 東

いう動きが出てくるでしょう。その

の本社工場も堅調に業績を伸ばし、

時が、設計から保全までのトータル

おかげさまで4 期連続黒字の見込

サービスを行える、キーテックの出

みです。2 年前に長男がキーテック

番だと思っています。

ーベトナム 工 場 の成 功 の 秘 訣

に入社し、管理課長として頑張って

今年中には、ベトナム本社工場の

は？

くれています。視野を広げてさらな

建設を予定しており、さらなる飛躍

るビジネスチャンスを掴みたいと考

の年となりそうです。

▲ベトナム工場。岸場社長が家族のような信頼関
係で結ばれているという自慢の従業員たち。

▲日本に技術やマネジメントを学びに来ている製
造部長の Long さんと Tai さん。ベトナム工場
を取り仕切る幹部メンバー。

やはり、いい人材に恵まれたこと
です。ベトナム工場を立ち上げる時、
日本に機械工作技術の勉強に来て
いた 3 人のベトナム人研修生に出
会いました。優秀で真面目な性格に
惹かれ、この 3 人に一緒に働いてく
れないかと頼みこみ、ベトナム工場
がスタートしたのです。その一人が、
現在、製造部長のLong（ロン）さん
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