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写真=横浜にあるベルギービール専門店
『グラスダンス 』の 店 内にある壁 面オブ
ジェ。経済不況が進む中、76店舗を運営
し、常に収益を伸ばし続けている外食カン
パニーがある。そのパワーを支える
「個店主
義」戦略とは？（P4〜巻頭特集）

ビ ジ ネ ス を サ ポ ー トす る オ ン ラ イ ン マ ガ ジ ン【 W E B テ ィエ ラ 】

WEB ティエラ

検索

★ 更 新 情 報 ★【 異 業 種 拝 見 】高 橋 工 業 〜「陸に上がった造船師」が建築業界に風穴を開ける

ニッポンの 新 光景
［ティエラ］はスペイン語で、
地球 土 といった意味です。
われわれ日立建機は、この地球に親しみ、
この地球と共存していくために、
製品や情報を通じてさまざまなメッセージを
皆さまに送り続けたいと考えております。

4

巻頭特集
「権限委譲」と「3つの約束」が生む
注目ビジネスモデル

個店主義とは?
8

稼動現場レポート

浚渫施工管理システム搭載
ZX870Ｈ-3
株式会社中田組

10

原寸大 手のひらCOLLECTION
𡈽田興業

𡈽田健一郎氏
12

業界動向最前線

「地域建設業経営強化融資制度」
を有効的に利用するためには？

14

今すぐできる経営改善

【営業力】
全員営業ができる組織を創る

16

Business Impression

機械化のカギを握る
「山の団地化」
その下地をつくる
「森のカルテ」システム
豊田森林組合

photograph by

管 洋志

18

業界女神変身図鑑
東北商店有限会社・南港営業所

冷水幸枝さん
20

コラム

福本悟美の「現場、
大好き！」

21

復興、そしてこの先の未来へ

カンボジアスタディツアーを
実施しました

屋久島の山守

生み、家具や伝統工芸品として高い価値を付ける。100万円を超

工芸品としての価値を損なわぬよう、どこを切るかを自ら判断

える座卓も珍しくはない。土埋木は、これら工芸品の材料となる

し、ヨキ（斧）で割り口をつくる。いわく「切る前でも中が見える」。

のだ。

さらに、
切った木を引き上げるウインチ操作のタイミングや力加減

1993年、日本で初めて世界遺産に登録された屋久島。現在は

夫氏が率いる会社。だが、その作業は過酷を極める。斜度の険

も無線ですべて指示。引き上げ時に伴う危険から安全に守るた
めの人員の配置、軌道までワイヤーで運ぶ索道のつけ方 ̶̶ 土

樹齢千年を超える屋久杉はもちろん、天然木の伐採は一切禁止
されている。但し、ドマイボク を除いて̶̶。

しい地形の中、自然景観や森を守るために新たな運搬路は作れ

埋木を切り出して運ぶ、あらゆる作業が高田氏によって仕切られ

ず、大正時代に開通した日本に唯一残る森林軌道以外、重機の

る。その技量に憧れ、高田氏の門戸を叩く若い林業マンも後を
断たない。

その切り出しを唯一認められているのが、写真中央・高田久

03

土埋木。江戸時代、年貢として献上するために伐採された後に

入る余地もない。こうした中、資源を守りながら採算の合う切り

残された抜根や捨てられた木。岩質で栄養の少ない環境で育つ

方をし、人力で土埋木を安全に運び出すのは至難の業。それが

機械化されつつある現在の林業が進む方向とは、いわば対局

屋久島の杉は、成長が遅い分、木目が詰まり堅く、また多雨多湿

すべて、17歳から山へ入って以来、74歳になる今も現役で仕事を

の現場。だが、高田氏が生涯現役でいられる限り、屋久島ではこ

ゆえ樹脂を多く含むため腐食もしない。それが独特の風合いを

続ける高田氏の、知恵と経験、技術、判断力によって実行される。

れが「今」の林業だ。

Tierra Spring 2009

すが・ひろし 1945年博多
生まれ。日本 大学 芸 術 学
部写真学科卒業。㈳日本
写真家協会理事。97年
『バ
リ・超夢幻界』
（旺文社）で
第6回土門拳賞受賞。主に
アジアを中心としたドキュ
メンタリーから食の分野ま
で、雑誌や写真集等で数
多くの作品を発表。
『博多
祇園山笠』
『 大日光』
（ とも
に講談社）
、
『 奄美 ̶シマ
に生きて̶ （
』新潮社）
など
写真集多数。本誌 11号よ
り、作品を連載中

22

数字で見る日立建機

830品目
23 ・読者プレゼント

・WEB ティエラ
リニューアル準備中！
〜経営質問＆相談をお寄せください
・
「2009NEW 環境展」出展

24

社団法人日本建設機械工業会
からのお知らせ

Tierra Spring 2009
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﹁１号店を出した時は︑そこを成
功させるのに必死で︑今のような
状況になるとは夢にも思っていま
せんでした﹂
株式会社ダイヤモンドダイニン
グの代表取締役社長・松村厚久氏
は当時を振り返る︒２００１年に

樋口哲也さん【27歳】

１号店﹃ヴァンパイアカフェ﹄をオ
ープンしてから約８年︒現在の店
舗数は﹁ ﹂︒しかも︑多くの企業
が厳しい経営環境下にある中︑今
もなお増収増益を続け︑その勢い
はとどまるところを知らない︒
多店舗運営をする外食カンパニ
ーには︑同じ店名︑同じ店づくり︑
同じメニュー等をブランド化し︑
画一的に展開する例が多く見られ
る中︑同社の展開手法はいわば常
識外れ︒なぜなら１軒として同じ
業態がないからだ︒掲げる戦略は
﹁個店主義︵マルチコンセプト︶
﹂
︒
これはいわば︑１軒１軒が独立
した〝 個人商店 〟という発想︒顧
客を飽きさせないために︑各店そ
れぞれは新しいものを次々打ち出
すことが求められるが︑それをタ
イミング良く迅速に実行できるの
が︑各店長に店舗運営の権限を大
幅に委譲している経営システムだ︒
企業のスケールメリットを活かし
て共通食材を大量に仕入れる一方
で︑各店長は︑メニュー開発や入

強烈な個性を持つ店舗を切り盛りし
ている樋口店長の前職は美容師。
常
連客からの人気も高いタレント性あ
る店長だ。今後は、新店の立ち上げ
に数多く携わることが目標という。

店舗ごとの個性
店舗ごとの個性あるDM。
性あるDM。変
変化の早さに対応
するため外注をせ
せず、すべて社
社内のクリエィテ
するため外注をせず、
すべて社内のクリエィテ
ブチームによって制作されている。
ィブチームによっ
って制作されている。日本郵政
って制作されて
ダ レクト・メール協会主催
協会主催「第
公社および日本ダイ
20回全日本DM大賞」で金賞受賞。

れ替え︑時には独自の食材調達︑

接客サービス手法︑季節ごとのイ
ベント企画︑店内ＢＧＭのセレク
トなど︑店舗運営に関する大半の
ことを自由に発案︑実践できるよ
う裁量権が与えられている︒
﹁チェーン店のようなマニュアル
を実行するだけでなく︑自分のア
イデアを活かせる会社だと思い転
職しました︒大変ですが︑やりが
いを感じています﹂
とは︑﹃ヴァンパイアカフェ﹄店長
の樋口哲也さん︒一見すると﹁キワ
もの﹂で一過性に終わってしまい
そうな強い個性の店だが︑オープ
﹁好きなものを入れたければ在庫

ン以来８年経つにもかかわらず︑
マニアを中心に変わらぬ人気と実
の梅酒を売り切り︑仕入れ業者と

売れ筋や新しい銘柄を自ら調べる

績を保ち続けている︒常に新しい

など︑売ることにも積極的ですね﹂

の交渉も自分でやることを条件に

権限委譲は店内でも行われてい

自らも会社創業時にアルバイト

ものを提供し︑お客様を飽きさせ

る︒
﹃黒提灯﹄店長の割田陽介さん

で入社し︑現在は複数店舗の統括

しました︒喜んでやっていますよ︒

は︑なんと梅酒の仕入れをアルバ

ない努力を積み重ねてきた証だ︒

イト従業員に一任しているという︒

店長も務める割田氏らしい手法だ︒
一方で︑裁量権が与えられるこ
とは自由である反面︑各店長には
﹁結果﹂を出すための責任も伴う︒
そのため︑店長といえども時代の
流れをつかむ﹁経営者的感覚﹂が
求められる︒競合店が多い飲食業
界ではなおさらだ︒
では︑それを
責任を果たす ̶̶
何で判定するか︒自由に発想し︑
それを実行に移しながら店舗運営
することを許された店長に課され
た条件︒それが﹁３つの約束﹂だ︒

コンセプトレストラン／銀座

同社が運営する店舗群
（一部）
。
１つ
の企業が創り出したとは思えないほど
多種多様だ。好立地を確保したら徹
底的に周辺の市場調査を行い、
その
場所に最適なコンセプトの店舗業態
を自社でストックしているアイデアか
ら選び出し出店する。

ヴァンパイアカフェ
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とは?

取材・文／坂東治朗 撮影／倉部和彦

個店 主義

「100 年に一度の経済危機」といわれる今、
景気変動の影響を最も受けやすい飲食業界にあって、
破竹の勢いを見せている外食カンパニーがある。
今もなお次々と出店を続ける「ダイヤモンドダイニング」だ。
「権限委譲」と「３つの約束」が支える 個店主義 なる戦略。
同社を成長させるパワーとはいかなるものなのか ̶̶。

「権限委譲」と「3つの約束」 が生む注目ビジネスモデル

76

各店長は「経営者」
。
店舗運営の大半は、
大幅な裁量権を
与えられた彼らに
委ねられる。

黒提灯

居酒屋／赤坂・五反田・田町

割田陽介さん【29歳】

創業期に２号店のアルバイトとして
同社に入社。系列店扱いされるのを
嫌い、独自の感性で 個店 を創り上
げる。店舗の多忙さを理由に本部の
会議をスッポかした逸話を持つ。

うした明確な基準による撤退判断
の強い人材が集まる業界だけに︑
いて実現できる夢 ﹄が勝っている

﹃個人で実現したい夢 ﹄に﹃会社に

自らも独立組で苦労してきた松

からです﹂︵松村社長︶
村社長は︑社員に独立しなくても

経営側からみれば優秀な店長が独
それについて松村社長はこう語る︒

立して競合店となるリスクもある︒
﹁１００人の独立希望者がいたと

だが一方で︑変化に対応する早
さゆえに︑店長として適性のある
夢を叶えられる環境を提供するこ

と再トライの早さも同社の強みだ︒

人材配置はどうなのだろう︒
すると︑実現できるのは 人︑そ

の質問に︑松村社長は次のように

をいかにして育てているのか︒そ

８店舗をオープンした同社︒店長

も少なくない︒昨年 月だけでも

がいないため出店を諦めるケース

整えているので︑今のところ︑独

社はやりたいことができる環境を

らするものでしょう︒しかし︑当

自分がやりたいことができないか

ています︒独立は︑会社にいても

して成功できるのは１人といわれ

定︒中途採用も︑同社が求める人

で︑今春は新卒１１０人が入社予

いう評価が高い同社は採用も順調

﹁やりたいことができる会社﹂と

ることを望んでいるという︒

とで︑思う存分力を発揮してくれ

飲食業界では︑店長になる人材

あっさりと答えた︒

見ている余裕はありません︒でも︑

で︑店長としての適性をじっくり

﹁コンセプトを外さない﹂について︑

営は行き詰まるだろう︒とりわけ

これらが守れなければ︑やがて経

きない︒個人経営の飲食店でさえ︑

収益が上がらなければ店は維持で

ければ客足は減り︑経費に見合う

ことは何もない︒顧客が満足しな

﹁３つの約束﹂がこれだ︒
̶̶
見てもお分かりの通り︑特別な

想していき︑それを実行する能力

トの企画を考えたりと自主的に発

いメニューを開発したり︑イベン

けでは務まらない︒なぜなら︑新し

まる︒しかし︑同社の店長はそれだ

とオペレーション能力があれば務

飲食店の店長は通常︑数値管理

開花させることができますから﹂

背伸びするぐらいのほうが才能を

とにかく経験させることが大事︒

同社へ転職した、アルバイト時代の
元上司に誘われて入社。清楚な外見
に似合わず意見をはっきり言うため、
彼女が近づくと恐れおののく男性
アルバイトもいる。スタッフの不満や
悩みを真摯に聞く姐御肌でもある。

材が集まるようになっている︒

お客様に喜んでいただく
その地位に就けば人材は育ちます

同社では常に数十にもおよぶ業態
がなければならないからだ︒それ

あげる同社のビジネスモデル︒示

管 水桜さん【29歳】

立した人間はいません︒なぜなら︑
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﹁正直︑出店することがまず第一
コンセプトを外さない

コンセプトとアイデアをストック
だけに高いスキルと柔軟な思考︑

よ︒まだ無理かな⁝と思う者でも︑

予算に基づいた利益を上げる

しており︑新規出店の際には立地
バランス感覚が求められる︒しか
という環境が彼らのモチベーショ

条件に応じた最適な業態を開発す

ンを高め︑それが次第に彼らを店

し︑﹁自分のやりたいことができる﹂

とはいえ︑すべてが成功例では
長としての器に育てていることは︑

るべく︑選りすぐりの専門プロジ

ない︒基準の利益率が数カ月にわ
彼らを見れば明らかだ︒

ェクトチームが組織される︒

たっても確保できずに閉店した例
だが一方で︑もともと独立志向

もある︒だが同じ場所で即座に異
こ
̶̶

なるコンセプトの店を開店

今年１月には︑数少ない女性店

マニュアル作りや店内のディスプ

長の一人となった管さん︒彼女は

琉球料理専門店﹃土の実﹄
店長の

沖縄は両親が出会った思い出の地
部下を引っ張っていくタイプでは

レイ︑席の配置︑ユニフォームの

で︑自身も毎年のように出かけ︑
ない︒しかし︑スタッフと相談し

西村剣太さん︒入社後すぐに広報

現地の料理や文化には詳しい︒
て意見をまとめ実行する能力が評

選択など︑店づくりのすべてに携

﹁どうせ作るならきちんと沖縄を
価されている︒業態のバリエーシ

わりました﹂︵管さん︶

伝えて欲しいと思い︑広報業務を
ョンの数だけ︑店長のパーソナリ

部に配属され︑琉球料理の店が銀

終えた後︑自主的に開店準備を手
ティもさまざまであることを証明

座にオープンすることを知った︒

伝っていました︒それが次第に面白

松村社長は﹁自分は運が良い︒

くなり︑
開店直後に転籍︑数カ月後︑

やる気のある社員に恵まれた︒権

しているといえるだろう︒

個人の持つスキルが︑会社と個
限委譲も〝 投げっ放し 〟にした結

店長に昇格しました﹂︵西村さん︶
人双方にメリットをもたらすと判
果生まれたもの﹂と謙遜する︒だ

るほうにも覚悟が必要だからだ︒

断したら︑人事異動も素早く実行

﹁１００店舗１００業態﹂を目標に

する︒こうした状況に応じた迅速

ベルギービール専門店﹃グラス

掲げる同社︒それは同時に﹁１００

が︑権限委譲は思っているほど楽

ダンス﹄店長の管水桜さんは︑複

店長﹂の達成でもある︒主体的に

な対応も︑同社の風通しの良さと

数の飲食店でアルバイトを経験し

ではない︒任せるほうにも任され

た後に社員として入社︒半年の研

考え︑実行する人材を次々と育て

決断の早さといえるだろう︒

修期間を終え︑ 年９月オープン
時に同店の副店長となった︒

松村厚久氏

「クリエィティブなものは目からしか入ら
ない」
と、
数多くの雑誌や書籍、
映画、
他
店もすべて自分の目で確かめる。アルバ
イトのアイデアでも、良いと判断すれば
即採用。同業者からの人望も厚い。

︒
̶̶

ベルギービール専門店／横浜
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唆するものは多い

株式会社ダイヤモンドダイニング
代表取締役社長

06
Tierra Spring 2009
Tierra Winter 2009

07

08

﹁本当に何もない状態から参加し︑

グラスダンス

約束を守れば、
何でもできる。
とにかくやらせる。
背伸びをさせれば、
才能は開花する。
3. 2. 1.

土の実

琉球料理専門店／銀座

西村剣太さん【28歳】

竹富島の島民ほとんどと顔なじみと
いう社内きっての沖縄フリーク。東
京では知られていない沖縄の食材
を紹介することが喜び。
『土の実』
と
は違ったコンセプトの琉球料理店を
もう1つ創り出すことが夢の一つ。

稼動現場
レポート
株式会社中田組
【北海道・稚内市】

取材・文／増田祐二 撮影／小島真也

無駄な余掘りをなくして経営的ロスを削減︒
浚渫作業に革命をもたらしたシステム︒
RTK-GPS。同社ではZX870H-3の旋
回体後部に2 基、台船に2基、基地局
に1基、
測量船に1基と、
計6基のRTKGPSを稼動させている。

キャブ内に設置された2 つのモニタ。
中央上：車載パソコンのディスプレイ。
高精度なRTK-GPSによる位 置 表 示
のほか、
バケット爪先の軌跡データを取
り込んで作業進捗状況がわかるよう
に図示できる。中央下：バケット位置を
表示するモニタ。あらかじめ入力してお
いた施工計画データとバケット爪先位
置を常に監視して表示。目標地点にバ
ケット爪先を誘導するサポートとなる。
上：専用ソフトウエアにより、バケット爪先の軌跡データをパ
ソコンに取り込んだ図。掘削深さによって色分け表示され、
作業状況が一目瞭然。中田組ではキャブ内の車載パソコン
データをメモリースティックを介して現場事務所内のパソコン
に取り込み、施工管理に役立てている。
下：パソコンに取り込んだデータを基に作成された報告書。
従来のような転記の手間がない分、オペレータにとっても事
務仕事が簡素化。報告書作成の省力化がはかられる。

﹁限りなく〝 丘︵陸︶〟に近い仕事
ができますよ﹂

中田宏樹氏

稚内市内に本社を構える株式会社

多くの時間はかからないだろう︒

新たな﹁スタンダード﹂となるのに︑

に革命をもたらした同システム︒

を一気に克服し︑浚渫作業にまさ

からの信頼獲得 ̶̶
︒
従来の施工法が抱えていた課題

告書の迅速な提出による︑発注者

的ロスを削減︒さらに見やすい報

短縮︒無駄なコストを抑え︑経営

作業の精度を高め︑作業時間を

佐藤滋美氏︶

になりました﹂︵企画業務部次長・

へも素早く正確に移動できるよう

間はすべて省け︑前日の作業位置

ボンデン
︵浮標︶の設置といった手

た施工域の事前測量や目印となる

かげで︑これまで半日かかってい

ＰＳによる高精度な位置算出のお

短縮がはかれています︒さらにＧ

ったことで２時間近くの作業時間

出ますが︑レッド測量が不要にな

積んだバージ船が１日あたり４船

では︑２００〜３００㎥の土砂を

﹁今作業している抜海漁港の現場

作業時間は大幅に短縮された︒

を進められるため測量が省略でき︑

データを記憶させながら浚渫作業

掘削深さをリアルタイムに監視し︑

せざるを得なかった︒だが現在は︑

行うため︑頻繁に浚渫作業を中断

量︵重りをつけたヒモでの測量︶を

を終える度に人手によるレッド測

また︑従来は施工中︑指定区域

仕上げの精度があがりました﹂

均すといった作業も確実に行え︑

も最適︒またバケットの底を使って

つまり必要以上に余掘りをし
̶̶
て︑掘削土砂処理のコスト増をま

ようと︑ベテランほど多めに掘る

以上の掘削深さを十二分に確保し

結果に出やすかった︒加えて︑設計

覚〟による作業が多く︑技量の差が

できないため︑オペレータの〝感

﹁浚渫作業は海面下の状況が目視

の実現だ︒

作業の高品位化
要望を課した ̶̶

導入に際し︑同社では日立建機に

なるＺＸ８７０Ｈ ３
̶ 積載の台船

した従来のスパット船の代替えと

こうした方針のもと︑経年劣化

てきている︒

営業的にも優位に立つ戦略をとっ

を所有することで差別化をはかり︑

というが︑一方で他社にない機械

ら積極的に機械化を推進してきた

向上など︑リクルート的な側面か

もともと作業の安全性や魅力度

負う域内最大手だ︒

心に︑宗谷管区内の浚渫作業を請

中田組︒創業地である利尻島を中

﹃海王﹄を稼動させるのは︑北海道

この画期的なシステムを搭載する

浚渫作業を大きく進化させた︑

●

「 現在では発 注者に対して
1日で報告書が提出できる。
このアピール力は大きいで
すね。今後はロシアと協同に
よる天然ガス液化工場の作
業案件もあるので、浚 渫 施
工管理システムはさらに威力
を発揮してくれるでしょう」

事業部船舶課・小玉孝幸氏のこの

バックホウ船を操るオペレータ︑

代表取締役副社長

言葉が︑浚渫施工管理システムの
特徴を端的に表しているだろう︒
﹃海王﹄と命名されたＺＸ８７０
Ｈ

３
̶ には︑本体︑バケットリン

ク︑ブーム︑アーム各所に傾斜セ
ンサが取り付けられており︑バケ
ット先端の姿勢や位置がキャブ内
のモニタにリアルタイムで表示さ
れ︑掘削深さを監視しながら作業
することができる︒
それだけではない︒旋回体後部
と台船に装着された数㎝ 単位での
測位が可能なＧＰＳ機器﹁ＲＴＫ
Ｇ
により︑バックホウ本体
̶ ＰＳ﹂
の位置とフロントの向き︑さらに
台船の位置・向きまでもが同じく
リアルタイムで把握できるのだ︒
これによって︑掘削深さや掘削
位置等が瞬時に確認できるほか︑
作業データとしてコンピュータに
取り込むことで︑日々の進捗状況
管理が容易に行える︒さらに︑そ
のデータを基に作業報告書を迅速
に作成︑発注者に対して速やかに
提出できるようになった︒

ねく傾向がありました︒２〜３割
多く取り過ぎ︑その量が 万㎥ を
超えることも少なくありません︒
こうした問題を解決するべく︑
技量の差に影響なく高い品質で同
じ結果を出せ︑無駄な余掘りを抑
えられる機械を望んでいたのです﹂
︵代表取締役副社長・中田宏樹氏︶
また従来︑浚渫を行った後にそ
れを計測し︑図面におこしてから
発注者に報告するまで︑およそ１
週間がかかっていたという︒岩盤
質で透明度のある利尻の海と比べ︑
砂地の多い稚内では︑その間の潮
流によっては再び砂が入り込む︒
﹁報告書の提出前に再び掘削深さ
不足となったら︑やり直しの費用
はすべて自社負担︒今までは利益
の中からこうした経費を吸収して
きましたが︑今は発注金額もシビ
アで収益率も下がっています︒そ
れだけに︑砂地を正確に成形し︑
さらに作業完了報告書を迅速に提
出できるようになれば︑さまざま
な経営的ロスは最小限に抑えられ
経営面に大きなメリットをもた

るようになるのです﹂︵中田氏︶
らす浚渫施工管理システム︒もち
ろん︑現場の作業における利点も
多い︒
オペレータを務める前出の小玉
氏はこう語る︒
﹁海面下でもバケットの角度︑つ
まり爪先の向きがわかるので作業
効率は格段にアップしました︒こ
れは硬い岩盤を掘り起こす作業に
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浚渫施工管理システム搭載 ZX870Ｈ-3
「浚渫施工管理システムは、
スピ
ードアップと正確性を同時に実
現してくれました。GPSのおかげ
で船のまわしも効率的に行えま
す。ある程度パソコンに慣れて
いるオペレータなら、誰でも即
戦力になれると思いますよ」

10

日立建機

浚渫 施工管理システムを搭載した
ZX870H-3『 海 王 』。取 材 時には
2.5㎥の浚渫バケットを装着してい
たが、
ブレーカなどのアタッチメント
でも形状寸法を指定することによっ
て、先端位置がキャブ内モニタで確
認できる。
そのため、岸壁建設や防
波堤建設といった構造物基礎用の
施工も精度が大きくアップ。
事業部船舶課・小玉孝幸氏

﹁中には﹃こんなの建機じゃない﹄

車にもするでしよう？ でも車は

畏怖もある︒
﹁”
仲間“だから大切にして雑巾を
かけるし︑ワックスも塗る︒自分の

レータをそれぞれ乗せ︑双方のデ

台に︑同等レベルの腕を持つオペ

今︑多くのテレビ︑新聞でも紹介

うしゃ博物館 ﹄をオープンさせた︒

モデルを展示した﹃はたらくじど

月︑集めた１万台ものミニチュア

建 機を支える司 令 塔

１万台超のミニチュア博物館︒
〝三度の飯より機械好き〟な︑
建機のすべてを知る男︒
あるメーカーの建機に不具合が
ってのもありますよ︑残念ながら︒

建機は自分の身体の一部であ

発生した︒𡈽田氏は故障箇所を指

り︑また仲間だという︒そして人

絶対に買わないと決めているメー

見が食い違う︒しかし︑押し問答

カーもありますから︵苦笑︶
﹂

の末に開けて見ると︑𡈽田氏の指
間にはできないことをしてくれる

当時からオイル交換などの稼動デ
稼いでくれないですよね︒それが

ータを取る︒𡈽田氏によれば︑
﹁こ
されている︒

同じ位置ばかり掘っていると土の
カサも増え︑積込み回数が多くな
●

ってしまいますからね﹂
﹁日立建機の製品は︑とにかく３
ｔ クラスでは最高︒それに水陸両
用油圧ショベルや電動式ショベル

博物館には９歳のときから集め

が自宅にあるんですけどね︵笑︶
﹂

は︑まだコレクションの残り半分
ぐにヤメて︑スパッと手を引く ︒

す︒その半面︑ダメだと思えばす

ンジする精神が旺盛なメーカーで

など︑新しいものに次々とチャレ

ている各メーカーの新旧カタログ

そういう 潔さも好きですね︵笑︶
﹂
現在︑昔見た”
幻“の水陸両用油
圧ショベルＵＡ を探している︒

「建機の古いカタログをお持ち
でしたら、
ぜひお送りください」
〒396-0021 長野県伊那市
大字伊那 4514-3
『はたらくじどうしゃ博物館』
𡈽田健一郎宛

﹁昭和 年︑利根川の浚渫工事の

その後︑仕事を始めて３年︑中古

ニショベルを買ってもらったほど︒

学用自転車の代わりに︑中古のミ

中学のとき︑祖父にねだって通

青焼きがあればスケールダウンさ

のです︒もし無くても︑設計図の

うやって動いていたのか知りたい

１台しかありません︒水の中でど

ために唯一作られたもので︑これ

った︒

せた模型を作りたいと思っている

るまで︑実用的なコレクションを
６台も所有していたという︒
﹁徹底的に機械のことが知りたか
ったんです︒機械を知ることで︑
げたい︒例えば︑手前ばかりで土

その能力を最大限に引き出してあ
砂を掘るのではなく︑フロントの
リーチを最大限に活かして仕事を

報いただきたい︱︱︒

ない︒ご存知の方がいれば︑ご一

残念ながら︑なかなか手に入ら

んですよ﹂

歳で個人事業主として独立す

に飾っていました
︵笑︶
﹂

たＥＸ は︑最初のうちは使わず

す︒後に 歳で初めて新品で買っ

自分用の練習機として買ったんで

﹁もっと建機のことを知りたくて︑

のＵＨ

３
̶ を自腹をはたいて買

も揃う︒単なる﹁機械好き﹂を超
越した機械 ”
通“
︒本人いわく﹁三
度の飯よりも機械が好き﹂︒
03

摘したものの︑
サービスマンは﹁そ

摘は見事に当たっていた︱︱︒
︱︱その想いには︑尊敬とともに

ータを詳細に残し︑その数字から︑
建機は稼いでくれるのだから︑き

れは実験﹂
︒
﹁建機の素晴らしさを子供たちに

47

こは開けるところではない﹂と意

●

いかに作業効率を上げるかを探り
れいにするって当たり前のこと︒

歳の誕生日を迎えるとすぐに

続けていた︒今でも︑新しい機械が

﹁同じクラスのものでもメーカー

免許を取得︑建機に乗り始めた︒

発売されると必ずレンタルし︑自
その機械好きが高じて︑昨年９

ただ機械が好き︑それだけですよ﹂

が異なれば︑たった１日でさえ︑
教えたいんです︒人間ではかなわ
ない仕事をしてくれる ”力持ち “
で︑時には地雷撤去など人間が近

04
25

30

させないともったいない︒それに

メーカー別にぎっしり並んだコレクションは圧巻。
背面に鏡を配して後側も見せ、
ミニチュア全体の
精度の高さを楽しんでもらおうとしている。

分の手で製品の性能を確かめる︒

燃料消費量に大きな差が出る﹂

づけないところでも働いてくれる

27

時には︑異なるメーカーの建機２

の長所と短所を読み取り︑実際に
スゴいヤツなんだよって︒でも実

マニュアルとスペックから製品
動かしてみながら設計者たちの思

土田健一郎氏
手のひら

取材・文／荒川裕治 撮影／倉部和彦

【長野県・伊那市】
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いを感じ取る︒

「最近の建機は誰でも動かせる。
本当は昔のように
4 本レバーのペダル式を操って、
機械そのもののたくましさを
この手に感じたいけどね。
だから昔の建機が欲しくなるんです」

オペレータ歴
20年

原寸大

18

𡈽田興業

つちだ・けんいちろう 長野県出身。幼い頃、中央道の工事現場で動く
「たぶんU106」
（本人談）
に
衝撃を受け、建機の虜となる。16歳で建設業界に入り、建設機械とともに働き、以来22年。
27歳で独立し、造成を中心に仕事を行っている。夢は「世界中の建機に乗ること」
。38歳。

した危惧から︑新たな資金調達の

建設会社も出てくるだろう︒そう

できず︑資金面で問題に直面する

金に不足が生じた場合に手当てが

の購入資金や下請企業への支払い

っている︒

に利用することができるようにな

メインバンクから融資を受ける際

証が用意されていて︑取引のある

国が中小建設会社に用 意 し た
新たな資金調達の手段 ︒
これまで建設業界の資金繰りを
また平成 年 月 日以降実施

支えてきた金融機関だが︑ここに

っている という よ り も︑
建 設 業・不

社の業績に対する評価が問題にな

ている︒このことは︑個々の建設会

きて建設業への対応が厳しくなっ

債権を担保に︑事業共同組合また

この制度では︑工事請負代金の

建設業経営強化融資制度である︒

手段として設けられたのが︑地域

実施されており︑これによって建

金融機関からの調達金利の助成が

費や出来高査定費用の助成ほか︑

定の民間事業者に対して︑事務経

付けを行う事業共同組合および一

の融資からは︑国土交通省が︑貸

制度のポイント

タイミングを見極めた
制度の利用で
資金調達フローを
安定させる︒
この融資制度をうまく利用す
るためのコツとは︑どのような
ものか︒本制度において︑転貸
融資する側の﹁民間事業者﹂の
１つに選定された株式会社建設

●

経営サービスの金融事業本部フ
ァクタリング事業部長・福田敏
弘氏にアドバイスを伺った︒
﹁この制度は︑﹃手持ち工事の出
来高見合いでお金を借りる﹄と
いう︑新しい融資の形です︒完成
工事金が手元に入るまでの﹃つ
なぎ融資 ﹄として︑上手に資金
調達フローに組み込んでいくと
いいでしょう︒
たとえば︑発注者からの設計
変更や工期延長などで︑完成工
事金や部分払いが︑当初予想し
ていた時期に受取れないといっ
た事由で資金計画にズレが生じ
た際︑出来高が１ ／
２さえ超えて
いれば利用できるこの融資制度
は︑資金繰りに有効に活かせる
と思います︒
弊社の場合︑申し込みをいた
だいてから実際に融資実行する
までは約 週間︒月締めの段階
で翌月末払いの資金繰りが苦し
いような状況が見えている場合
など︑支払予定の約 カ月前か
ら融資実行の日程を考慮してタ
イミング良く申請するといいで
しょう︒
また︑この制度には以下のよ

このように多くのメリットを
持つ今般の制度導入は︑﹃不安定
な金融情勢が当面続くと予想さ
れるなかで︑確実な資金調達手
段を確保し︑いかに資金繰りを
安定させるか︒工事債権を積極
的に活用し︑この厳しい状況を
乗り越えてほしい﹄という︑国
からのメッセージが込められた
ものだと思います︒資金調達の
手段を広げ︑安定した経営を維
持するためにも︑この制度を有
効に活用されることをお薦めし
ます︒
﹃債権譲渡 ﹄という法的な言葉
を聞くと︑手続きの煩雑さをイ
メージされる方もいらっしゃる
かと思いますが︑弊社では発注
者に対する手続きや書類作成等
も含めてサポートしていきます
ので︑ぜひご相談ください﹂

■ 出来高を上げることで融資枠
を増やすことができる︒
■ 保証人・不動産担保は不要︒
■ 新たな資金調達手段であるた
め︑普段取引のある金融機関の
融資枠が減少しない︒
■ 所 定の手 続 きにより︑経 営 事
項 審 査 経 営 状 況 分 析 にお け る
﹁ 負 債 回 転 期 間 ﹂ の負 債 合 計 額
から控除することができる︒

うなメリットがあります︒

3

は一定の民間事業者から︑工事の

この制度の適用可能時点
当該工事の出来高が1/2以上に到達した後
※制度についての詳細は、国土交通省のホームページを参照 http://www.mlit.go. jp/

出来高の範囲内で融資を受けられ

0

動産業というカテゴリー全体への

11

（財）
建設業
振興基金

融資枠が狭まっているのだという︒

出来高を超える
部分についても融資

5 -2 融資

■ 融資の対象となる企業は︑
公共工事を受注・施工している
中小・中堅建設企業
■ 融資の対象となる工事は︑
国および︑この制度を導入した
地方公共団体が発注する工事
︵但︑低入札価格調査等の対象と
なった者と契約した工事は対象外︶
■ 融資が受けられるのは︑
工事出来高が１ ／２ を過ぎてから
■ 融資を受けるためには︑
公共工事発注者の承諾が必要
■ 実施期間は２００８年 月４日〜
２０１１年３月末日まで

前払金等
融資部分

A
図1の

設会社が負担する金利等も軽減さ

2

債権譲渡の申請・承諾

転貸融資

4 -2
債務保証

1

る︒さらに出来高を超える部分に

6 工事代金の支払い

A
地域の
建設会社
転貸資金の調達

相談
窓口

事業共同組合等
または一定の民
間事業者による
転貸融資（出来
高融資）

4 -3

28

70

3
相談
窓口

B
融資部分

B
図1の

出来高の推移
4 -1

工事代金の支払い

連携

50

21

融資が受けられなければ︑公共

4 1.2.3 転貸融資

保証事業会社に
よる金融保証

れるようになっている︒

3 工事請負代金債権の譲渡

この制度
による
融資
1

工事出来高
（%）
100

取引のある
金融機関

工事請負代金債権
工
の譲渡

事業共同組合
または
一定の民間事業者
金融機関

図1 ■ 地域建設業経営強化融資制度 イメージ図
6
債務保証

取材・文／田中美砂子（モック社） 取材協力／株式会社建設経営サービス

ついても︑保証事業会社の債務保

工事発注者に債権譲渡の承諾依頼を
申請し、承諾を得る。

手続きの流れ

のみ

1
転貸融資額が決定後、金融機関が、保
証事業会社の保証をもとに、出来高を B
超える部分も含めた融資を実行。

公共工事
発注者
A

5 -1
工事発注者から債権譲渡先に工事代
金が支払われ、融資額が清算され、残
った金額が建設企業に支払われる。

昨年11月、国土交通省は
既存の下請セーフティネット債務保証事業を拡充し、
「地域建設業経営強化融資制度」を創設した。
同制度を用いることで、公共工事に関して
「出来高を超える部分」に対しても資金調達をする手段が設けられた。
はたしてその仕組み、および有効な制度利用方法とは̶̶。

工事を受注できたとしても︑資材

事業共同組合または一定の民間事業
者、保証事業会社の相談窓口へ。
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図2 ■地域建設業経営強化融資制度 スキーム
事業共同組合または一定の民間事業
者へ工事請負代金債権を譲渡。

保証事業会社
5 1.2 金融機関からの融資

を有効に利用するためには？
事業共同組合または一定の民間事業
者が、工事の出来高の査定結果に基づ A
き融資額を決定し、融資を実行。

「地域建設業
経営強化融資制度」
2 債権譲渡の申請・承諾

1

株式会社建設経営サービス
金融事業本部ファクタリング
事業部長・福田敏弘氏
03-3545-8534

業 界 動 向 最 前 線
1 まずは相談

（建設経営サービス 金融事業本部）

今すぐできる経営改善 ②

すぐやる仕組みを作れ

工事現場

たいたり︑水の音を聞いたりした
上で︑いきなりある場所を掘り出
した︒Ａさんが不安げに見ている
と︑ ㎝ くらい掘ったところから
配管が出てきて﹁この配管が腐っ
ています﹂とＺさん︒さらに﹁こ
れを交換すると直ります︒すぐに

Ａさんはあまりの手際の良さに

業者がやってきて現場を見て帰っ
めていた︒

ムは︑Ｚ社にお願いすることを決

まずＸ社に電話をしたら︑すぐ

から相見積もりを取ることにした︒

次にＺ社に連絡をすると︑アイ

は対応の遅さにいらいらしていた︒

がひどくなってきており︑Ａさん

書が出てきたがその間にも水漏れ

ーというが︑これの技術者版だ︒

イバーのことをセールスドライバ

ンジニア﹂という︒宅配便のドラ

Ｚ社Ｚさんのことを﹁セールスエ

Ｘ社︑Ｙ社︑Ｚ社の差は歴然だ︒

ることも多い︒そうするとすぐに

その場で１００万円の見積書を書

場操業が止まり︑多大な影響が生

しばだ︒電気トラブルがあると工

ので夜中に電話が来ることがしば

事情を話すとすぐにタイルをた

公共関連工事だ︒舗装工事の準備

する舗装会社である︒その大半は

Ｄ社は︑道路舗装工事を得意と

お客様を見逃すな

リストを設置しており︑﹁至急応

できるように︑警備会社と契約し

Ｃ社では夜間の緊急工事に対応

するのですが︑その時に同時に舗

○月○日にお店の前の道路を舗装

﹁駐車場の舗装が痛んでいます︒

トアを訪問する︒

撮影／鈴木伸之

次に︑この つを活かしたセー

③すきま時間を活かせ

②お客様を見逃すな

①すぐやる仕組みを作れ

ハタコンサルタント株式会社代表取締役
ＮＰＯ法人建設経営者倶楽部理事長

ルスエンジニアの実例を見てみよ
う︒

すぐやる仕組みを作れ
Ｂ社は社員 名︑売上 億円の

員が 名しかいないことだ︒ほと

この会社の特徴は︑営業専属社

事を得意とする︒

建設会社︒法人相手の民間建築工

40

交換してもいいですか﹂︒Ａさん
が﹁ではお願いします﹂というと︑
Ｚさんは車から道具と配管材料を

あっけにとられながら︑来年行う

て行った︒数日して 万円の見積

にスーツを着た営業マンがやって
ロンの折り目のついた作業着姿の

駆けつけるのだが︑今行っている
じる︒だからこそ︑夜でも飛んで

援頼む﹂と連絡すると近くにいる

受けた電話を︑Ｃ社から預かるリ

ている︒警備会社は︑お客様より

装補修工事をさせていただくと︑

3

40

全員営業ができる組織を創る

厳しい時代を勝ち抜くためには︑
いかに仕事を受注・確保できるかが
勝敗の分かれどころ︒だがそれは決して︑
営業専門部隊を抱えることではない︒
少ない社員でも効率的に工事を受注して
業績を伸ばしている建設会社がある︒
そんな建設会社の特徴は︑技術社員が営業活動をしていることだ︒
連載第２回目は︑
いかにして〝全員営業〟を行うかについてご紹介する︒

いて帰った︒
運びこみ︑１時間ほどで作業は完

りスーツを着た営業マンは︑事情

了︒費用は︑５万円であった︒

を話すと業者に見させたうえで見
予定のキッチンの大規模リフォー

しい︒Ａさんは新聞の折り込みチ

きた︒現場を見た途端︑
﹁お風呂を

現場作業がおろそかになる︒ここ
来てくれ︑すぐに修理してくれる

技術社員が応援に駆けつけてくれ

ストに沿って順番にＣ社社員の携

安い金額で工事をすることができ

○○建設株式会社

降籏達生氏

約 名の技術社員である︒営業専

んどの仕事を受注してくるのは︑

3

続いてやってきたＹ社の︑やは

自宅の浴槽から水漏れが起きて
積もりを出すという︒ 週間後に

セールスエンジニアを
目指せ
いて︑修理することを想定してほ
ラシを見てＸ社︑Ｙ社︑Ｚ社の 者

すべて取り換えてユニットバスに
Ｚさんがやってきた︒

で重要なのが︑社内の﹁報連相﹂

が進むと︑Ｄ社の現場代理人は︑

セールスエンジニアの必要要件

する必要がありますね﹂と話し︑

だ︒同社では社員全員が一斉に携
Ｃ社の存在は貴重である︒

は次の つ︒

帯メールで連絡できるメーリング

る︒そうすると安心して営業訪問

かと連絡がとれ対応することがで

帯電話に連絡する︒だから必ず誰

工事場所周辺のコンビニエンスス

Ｃ社はやはり法人相手の電気工

ますがいかがですか﹂

工事中
工事中
今日は雨だから︑
社長に直接会えるぞ︒

すきま時間を活かせ

ができるというわけだ︒
事会社だ︒ 時間操業の工場の電

きるという仕組みだ︒この対応の

です︒助かりました﹂

いいのかが分からず困っていたん

﹁舗装工事を誰にやってもらえば

の店長はこう反応した︒

すると︑コンビニエンスストア

気工事を担当している︒Ｃ社の技

道路舗装工事の準備

件程度の顧客名簿を持っており︑

紹介受注である︒技術社員は各自

既存顧客のリピート受注︑および

それに対して技術社員の役割は︑

属社員の役割は︑新規顧客の開拓︒

30

50

3

早さが次の工事に受注につながる

工事中
工事中
コンビニエンス
ストア

技術業務の合間に電話をする︒
﹁何かお困りごとはありませんか﹂
また突然︑既存のお客様から携
帯電話に見積もり依頼の連絡が入

もちろん︑コンビニエンススト
アだけでなく︑工場やオフィスビ
ル︑もしくは大きな住宅にも営業
当り前のように行う舗装工事で

に回ることもある︒
も︑その周りにいるたくさんの潜
在的なお客様を見逃してはいけな
い︒

すきま時間を活かせ
Ｅ社は総合建設会社の下請けで
土木工事をしている専門工事会
社︒土木工事は雨が降ると工事が
中止になることが多い︒多くの会
社の技術社員は︑雨が降ると図面
を書いたり︑書類作成を事務所で
行うものだが︑Ｅ社の技術社員は
雨が降ると︑車の中で作業着を

ちょっと違う︒
スーツに着替え︑元請で工事をし
ている地元建設会社を訪問する︒
雨の日に営業すると効率的だとい
うのだ︒なぜなら︑建設会社の経
営者は天気がいい日は現場を回る
のだが︑雨だと会社にいることが
多いのだ︒そのため︑経営者に直接
営業することができるのである︒
ほんの少しのすきま時間をいか
に活用するかで成果は大きく異な
る︒
●
以上の つのポイントを実践す
るためには︑技術社員の意識改革
が必要だ︒危機感を熟成し︑行動
を変えていかないと︑厳しい時代
を勝ち抜く技術者にはなりえない︒
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1

80

のだ︒

駐車場の
舗装しませんか？

24

工事中
工事中

1961年兵庫県生まれ。大阪大学工学部土
木工学科を卒業後、総合建設会社へ入社。
95年に退社し、99 年ハタコンサルタント株式
会社設立。建設業の経営改革や原価管理
の支援コンサルティングなどを手がける。著
書に
『今すぐできる建設業の原価低減』
（日
経BP社刊）
、
『技術者の品格』
（ハタ教育出
版）
などがある。
http://www.hata-web.com/

3

助かります。

24

術社員は︑寝る時も携帯電話を手

お客様を見逃すな

放さない︒夜も工場が動いている

お客様から
見積もり依頼なんだ。
私のかわりに、
現場を
見てくれませんか？

30

〜セールス
エンジニアが
顧客の心を
捉える〜

3
店長

よしわかった。
すぐ行くよ。

︻営 業 力︼
経営改善のテーマである商品力・営業力・人材力・組織力・財務力のうち、
財務力を除く4つのテーマについて、毎回、建設会社の具体的な実践事例を
あげながら、改善手法を解説していきます。

機械化のカギを握る
﹁山の団地化﹂
︒
その下地をつくる
﹁森のカルテ﹂システム︒

に乗ったオペレータが︑同じ機械

現在は︑各機械とも導入第１号機

併せて考えなければなりません︒

いる︒コストをいかに下げるかを

１︑なのに人件費は上がり続けて
を操る他の２人のオペレータを指

﹁木材の価格はピーク時の３分の

考えたら︑やはり機械化こそが決
山は１つとして同じ現場はあり

導しています︒

開口一番︑愛知県豊田市にある

め手となるんです﹂
ませんから︑早く経験を積み︑作

わからない︒現在︑ ぐらいの案
件を進めていますが︑なかなかま
とまりません﹂
それでも２００７年から１年半
と暇を考えれば︑立派な数字だろ

ほどで５つの山をまとめた︒手間
う︒面倒がるオーナーの関心を引

め︑１つの大規模面積の
山の様子を森林組合員が調査

豊田森林組合の代表理事組合長・
それは︑団地化
̶̶
に先駆けて導入した﹁森のカルテ﹂

山とすることだが︑これが達成で
し︑現状の〝荒れ具合〟とその対

き寄せた対策

のか︑どんなやり方が適切なのか︑
きて初めて︑所有者の異なる森林

業技術を平準化する必要がありま

その最適性を見出してできる限り

す︒どの現場にどんな機械がいい

中心とした７つの森林組合が合併
作業を効率化させ︑とにかくコス

同組合は２００５年︑豊田市を
し︑組合員数約８７００人︑森林
処法︑その対処を行った場合の︑

こうした機械化によるメリット

規模合併︑中山間部森林地域など︑ ︵中根氏︶
ある意味で日本の森林組合の縮図
を最大化するために︑一方で山自
体を集約化しておくことが求めら

としてその動向が注目される組織
だ︒

る﹁スイングヤーダ﹂
︑伐 採︑枝払い︑

を︑伐採した木を引き上げ集材す

手となる林業機械のラインナップ

積の﹁区分所有者﹂に一つ一つ許

しているところがほとんど︒小面

数の所有者がいわば﹁区分所有﹂

日本の多くの山は︑１つの山を複

れる︒﹁山の団地化﹂だ︒

玉切りなどを行う﹁ハーベスタ﹂
︑集
諾を得て施業を行っていては︑手

同組合では︑コスト削減の決め

材した木を運び出す﹁フォワーダ﹂

山の団地化

間暇がかかり︑機械化によるメリ

はその名の通

ットはなかなか出にくい︒

﹁いま考えられるベストの組み合
り︑小規模面

の３機で１セットとし︑２００８

わせ︒１セットは当組合で保有し

年から随時導入している︒

ていますが︑ほかに愛知県から２
積の山の所有

すでに山の所有者はすでに子や

だが言うは易し︑である︒

●

て︑市場でこれだけの売上げが期

率化がはかれ︑コストが下がっ

う引いて︑どう機械を動かせば効

﹁間伐や伐採のための作業道をど

出するのだ︒いわば﹃山の生活習

孫へと代替わりしており︑地元を
待できて︑これだけ還元すること

定から︑機械導入︑作業方法な

離れている例も少なくない︒連絡

慣病診断﹄である︒

さえ取れないケースさえある︒当

と︑カルテによって
ができる ̶̶
きちんと数字で見せられることが

ど︑全体的な効率化がはかれる︒

然︑全員の承認を取り付けるまで
大きい﹂︵中根氏︶

有者たちが嫌がってきたこともあ

山が荒れた一因にはこの出費を所

間伐作業の場合︑山の所有者に

時間がかかる︒しかも取り付けた

る︒しかし︑森のカルテ導入によ

後も境界の確認作業が残る︒全員

ずその境界を見て回っていたんで

︒
立会いのもとに ̶̶
﹁昔は中切といって年に１度は必

り︑将来の収益とコストが﹁見え

とっては出費を余儀なくされる︒

すが︑今はそれもやらなくなった

日払いで不安定収入だった林業が︑

も急務である︒豊田森林組合では

業を担う新しい世代の作業員育成

一方︑こうした機械化︑効率作

揮できる﹄場として林業を目指し

る︒
﹃やっただけ稼げる﹄﹃自分を発

林業に活躍の場を求めてやってく

ーマン生活が向いてないと感じ︑

﹁応募者の多くは︑都会のサラリ

歳︑ようやく十分な
ば収穫期を迎えたのだ︒世
代を超えてきた果実を有益
なものとするか︑無とする
まさに分かれ目とい
̶̶
える︒
か

最後に中根氏はこう結ん
でくれた︒
﹁林業はこの 年が勝負︒
と１００年は持つんです﹂

ここをしっかりすれば︑あ

10

セットを借りています︒機械化を
から︑立会い確認に来ても境界が

固定給となり︑安定して若者が働
だがしかし︑豊田森林組合では

合併前の２００３年から︑林野庁

てくるので︑月給制がいいとは限

標準的パフォーマンスを見た上で

ければ⁝⁝﹂
今︑日本の人工林は 歳
から

55
太さとなった︒農業で言え

60

者を取りまと

め︑一旦出費を

る化﹂されるた

月給化が必ずしも得策ではないと

きやすくなるというものだ︒
りよい収益が期

しても︑将来よ
待できると︑納得するのだという︒

の補助を受けて林業就業に意欲を

らない︒そこは柔軟に対応しない

いう︒

持つ人材を雇用して研修する﹁緑

●

の雇用﹂を進めている︒現在︑緑

と﹂︵常務理事・林冨造氏︶

判断する必要がある︒そのために

﹁月給制を進める以上は︑作業の

中根氏もこう語る︒

の雇用によって研修を終えた作業
員はおよそ 人︒毎回︑定員を上
緑の雇用は全国的に人気が高ま

も機械化できる環境をはやく整備

およそ樹齢 60年。戦後植林され
た人工林はちょうど 切り頃 を迎
えている。

し︑我々の経験値を上げていかな

っているが︑その理由の１つとして

間もなく研修期間を終える「緑の
雇用」の作業員。
「まだまだ覚え
ることはあるけど、充実している」
と語った。

給与の月給化が挙げられている︒

回る募集があるという︒

40

進める上ではオペレータの育成も

の存在だった︒

面積約６万３０００ヘクタールと︑
将来切り出された木材の価格を算

中根芳郎氏は︑こう言い切った︒

40

域でも１つの施業域として活動で

この山１つはおよそ15のオーナー
から成り立つ。団地化にあたり、
オーナーの関心を引き寄せるた
めに考案された「森のカルテ」
。適
正な管 理状 況が「視 覚 的」にわ
かるよう工夫されている。斜面角
度、公道からの距離なども報告
する。同時に目下、団地化するた
めの取りまとめ役となるキーマン
育成のプロジェクトも構想中だ。

きるようになるため︑作業道の策

取材・文／佐藤 聡 撮影／小島真也

トを下げていくことが急務です﹂

【愛知県・豊田市】

国内 番目の事業規模を誇る︒大

代表理事組合長・中根芳郎氏。市民の山に対する
意識も変わってきたという。
「2000年に起こった東
海集中豪雨では、土石流や流木による被害が出た。
これでみんなが山を守ろうという気になった」
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豊田森林組合
常務理事・林冨造氏。
「間伐材も従来
のように
『利用できる』
『利用できない』
で
分けるのでなく、
すべてを利用できるよ
うにするのが我々のこれからの務め」
機械化のメリットを最大限に
生かすには、クルマを使う運
搬道とクルマの入れない作業
道をどう描き、どう組み合わ
せるかも大きなテーマとなる。

11

豊田森林組合の「ベストな3 機1セッ
ト」のうちの２機。左：ZX135USスイ
ングヤーダ仕様機 右：ZX135USBL
ハーベスタ仕様機。コンパクトでメンテ
ナンス性の高さが評価を得た。

う新たなビジョンで︑アジアを中

点をさらに進め︑
〝環境事業〟とい

にあたり︑リサイクル業という視

産業廃棄物の再資源化や有効利用

構える同社︒非鉄金属原料および

有数の貿易港の程近くに事務所を

いる南港ポートタウン︒この日本

フェリーターミナルが整備されて

大阪は住之江区の西端︑多くの

ミスも幾つかありました︒それで

１つ多く打ち込んでしまったり︑

り緊張しますね︒今まで〝０ 〟を

まり実感が湧かないけど︑やっぱ

﹁インターネットでの振込みはあ

く︒

︒彼女
様には仕切書を手渡す ̶̶
のキーボード操作１つで大金が動

額をパソコンで振込手続き︒お客

し︑キロ単価で算定した仕入れ金

もまだ始末書を書いたことはない

心とした海外との貿易にも取り組
住之江生まれの住之江育ち︑今

んでいる︒
春ハタチを迎えた冷水さんが同社
に入社したのは︑約１年前 ︒以来︑
同じ住之江にある南港営業所で事
務全般を担当している︒
トラックで搬入されるスクラッ
プや非鉄金属などの重さを計量

冷水幸枝さん
取材・文／吉田有希
（BIG BANG CENTURY）
撮影／林 久光 スタイリング／MIBU ヘアメーク／石黒麻紀

一瞬表情を曇らせたが︑仕事の楽
しみにも目を向ける︒
﹁いちばん好きな仕事は在庫管理︒
収集・販売で変動する商品の在庫
を管理するんですが︑すべて自分
の中で把握しているので何かあっ
た時でもすぐに対応できます︒そ
れと営業所に来たお客さん達と喋
るのも好き︒たまに息抜きさえで
きれば︑黙々とパソコンの前に座
ることも嫌いじゃないですし⁝︒
んね﹂

バランスが大切なのかもしれませ
夕方５時過ぎに帰宅してからは
夕食 作りへ︒料 理 好きだけあって︑
朝のお弁当と家族の夕食作りは彼
女の役目︒毎日更新するブログに
は︑今まで作った凝った料理の数

るべきことがたくさんあり︑いつ

つけていいか分からないほど︑や

なりそう︒今でも︑どこから手を

女性と２人きり︒めっちゃ忙しく

てくるまでは︑私より経験の浅い

てもらってるんです︒彼女が戻っ

産休に入るので︑仕事を全部教え

﹁営業所の女性が１人︑間もなく

新たな壁にぶつかっていた︒

ってきた父のために夕食を温めて

朝はお弁当を渡して︑夜は遅く帰

ちが変わり始めたんです︒平日の

るんだな〟って思い︑自分の気持

に励んでいる姿を見て〝 頑張って

もイヤでしたが︑高校の時︑仕事

小さい頃は一緒にお風呂に入るの

﹁父とすごく仲がいいんですよ︒

家族との触れ合いも欠かさない︒

々が掲載されている︒食事時には

も追われている感じです︒本当に
忙しくなった時にやっていけるか

の背景には︑父親との温かいつな

社会人として成長していく彼女

称で親しまれている営業所最年少
がりが垣間見えた︒ではハタチに
なった今︑お父さんと飲みに出掛

の冷水さんが︑ 代のスタートと

社内では〝ユッキー〟という愛

どうか⁝﹂
したんですよ﹂

︒初めて給料を頂いた時︑父
̶̶
に缶コーヒーを１本︑〝 ご馳走〟

入社２年目を迎える今︑彼女は

ですけど
︵笑︶
﹂

【大阪府・大阪市】

共に迎える責任ある立場︒不安に

けることがあるかも？
﹁誘われたら行こうかな︒仕事の
話はしないと思うけど︑おごって
さて変身は︑﹁少しでも制服が可

くれると思うし︵笑︶
﹂
愛く見えると思うから﹂という理

楽しげに言葉を交わしながらも、素早い動作で
仕切書を手渡す冷水さん。
「お菓子を持って来て
くれるお客さんもいて、和みます」。
事務作業は嫌いじゃない ̶̶と話す彼女だが、
最近挑戦してみたいことを尋ねたら、
「油圧ショ
ベルに乗ること」
。理由は「面白そうだから！」
。

■変身を終えて■

めて︒とても新鮮です！﹂

なにカラフルなファッションは初

﹁普段は黒や白が多いので︑こん

た︒

かで可愛らしいスタイルに仕上げ

初々しさが引き立つような︑軽や

感とグリーン系の目元に仕上げ︑

光のベールを纏ったような肌の質

アは立体的なウェーブ︑メイクは

た春のコーディネートを用意︒ヘ

ていた我々は︑タイツを取り入れ

が多い冷水さん︒そんな話を伺っ

ペンは左利き。
「でも、
あん
まり得したことはないか
な」と笑う。

東北商店有限会社・南港営業所

春色トップスとかわいいミニの
初々しいガールスタイルに︑
笑顔をプラスしてくれた〝ユッキー〟
︒

衣装すべて／03-3461-6454（パラビオン神南本店）

18
Tierra Spring 2009
Tierra Spring 2009

19

由で制服にタイツを合わせること

まだ肌寒い時期の撮影。それでも辛そうな仕草を少しも見せず、人懐っこい笑顔で応えてくれるユッキー。

昨秋から始めたブログの更新
とお弁当作りは毎日の日課。
そんな彼女のデスクは「好き
な色です」と話していたピン
クで溢れていた。
左 : 粒子 の 細か
いパールが入っ
たフェイスパウダ
ーをハイライトに
差して、肌の白さ
を生かしつつ艶
感をアップ。
右上 : 春らしいペールトーンの目元に
つけまつげをプラスし、明るく華やか
な印象に。右下 : コンシーラーで輪郭
をぼかし、ヌードベージュの口紅の上
に、ラメのグロスをたっぷり。ぷっくり
と女の子らしい唇が完成。

れいすい・ゆきえ 大阪府大阪市出身。高校生の時から3 年間続け
たお好み焼き店のアルバイトを経て同社へ。現在は計量、仕切書作
成、清算、振込、在庫管理等の事務全般を受け持っている。「将来
はお嫁さんになりたい」と話す 20歳。魚座／ O 型。

20

変身図 鑑

受注の激減は現実的な問題でし

れた若手現場マンに対して︑
﹁日曜

き︑今こそ︑この業界を選んでく

なかった高度成長時代はさてお

りの世界にいて必要なモノを創り

ているようです︒しかし︑モノ創

況打破に苦慮し︑建設業界を憂え

時代から抜け出せない人ほど︑不

やりがいのある仕事ができると

ょうが︑再就職先が見つからない

日はとにかく休む﹂の現場方針を

信じて建設業界に飛び込んで来た

人が大勢いるこの時代でも︑建築

若者が︑最近の世の中を見て不安

を抱いています︒不況で仕事が回

物が人の手で創られる限り︑この

もあるはずです︒

って来ない ̶̶
と上司からの言葉
を聞かされれば︑安全監理・安心

世の到来だ﹂と考えるのは如何で

続けて来た我々には︑信頼もあり

各種の製造業が発展し︑便利な

しょう︒

先の建設業をいかに創り︑若者に

夢もあり︑そこには無限の可能性

モノがたくさん出来て生活は楽に

竣工に向かって一途に突っ走る

いかに夢を描かせてやれるのか

打ち出し︑不況を逆手に︑
﹁当面は

なりました︒でも生活上で便利な

⁝⁝︒

仕事に〝ゆとり 〟を持たせるご時

不況風を受けるのは今に始まっ

ものは必ずしも必要品ではなく︑

のも現場マンの生き甲斐ではあり

業界には未来があるのです︒

たことではありません︒私自身の

ます︒しかし〝ゆとり 〟が持てる

作業から心も遠のいてしまいま

リストラ経験も踏まえ︑建設業界

﹁贅沢品﹂と考えれば我慢も出来

す︒

が苦しいこの時期こそ︑前向きに

うモノ創りの現場は︑何よりも多

なら︑これまで忙しさでかまけて

くの仲間と共に支え合って完成す

ます︒しかし建設業の世界は︑便

のサラリーマンに対し︑技術の分

るものであり︑そのうえ職人さん

利さよりも必要不可欠なモノを創

野で人生を歩んで行こうという道

の技術も不可欠なのですから︑不

☆

を選びました︒それゆえ︑たとえ

況とはいえ悲観ばかりする必要は

考える話をしましょう︒

何処の現場に行かされようと︑建

建設業を志した人達は︑背広族

設現場がある限り︑自分の技術で

ありません︒

ここにその 声 の一部をご紹介いたします。

モノを創り出す仕事に誇りを持っ

アーを、それぞれの想いで過ごされました。

ているものです︒

地雷原を訪れ、その問題の大きさを実感い
ただくとともに、地雷除去後の土地で暮らす

振で工事物件が減ったからといっ

参加くださった９名の方々は、
７泊８日のツ

を実施いたしました。

私は１つの現場が竣工する度︑

ていただきました。

て︑現場技術者を解雇するのでは︑

立を支援する「豊かな大地」の活動にも触れ

知っていただくため、現地へのスタディツアー

まるで生コン車を売り払って生コ

カンボジア編

にカンボジアと、地雷が及ぼす影響の問題を

次の現場が単身赴任になろうが海

〜建機の技術でできたこと〜

現地の人々との交流や農業体験を通じて、自

外になろうが︑未知なる先でもモ

未来へ

昨年末、
「豊かな大地」はもっと多くの方々

ン工場を操業しているように思え

そしてこの先の

ノ創りに挑んでいける自負と覚悟

復興、

「豊かな大地」はカンボジア スタディツアーを実施しました。

元・現場監督の熱血コラム

福本悟美の

現場、
大好き!

ス タ デ ィツ ア ー 参 加 者 に 伺 い まし た 。
が常にあったためか︑リストラ宣

告をされた時も︑その会社にどう

しても残りたいという未練はあり

建設現場を任されている以上は

不況という時間軸を
どのように使うかの見極め︒

う使われているかの検証などに充

ませんでした︒

数年前から建設業界に若手がい

て︑今を天から与えられた時間な

書の完全読破︑竣工後の建物がど

伝える大本の歯車〟
であるだけに︑

ないことが問題視されていなが

と私は思
のだと考えればいい ̶̶

ます︒

自分自身の軸さえしっかりしてい

ら︑人手不足から相変わらず現場

歯車であって
会社組織の一部 =
も︑
﹁現場監督﹂は〝 周囲へ動力を

れば他所でも噛み合う歯車がある

施工物件が多くて走りに走った

うのです︒

「豊かな大地」のスタッフながら今回は会員
として参加したが、
「豊かな大地」の活動に
対し、参加者の方々から好意的な評価が多
かった点や「また参加したい」の声が聞か
れたことは、
今後の活動の大きな支え。こう
した評 価を現地に
も正しく伝え、今後
も前進、発展した活
動をしていきたい。

は突貫工事などの長時間労働を強

「豊かな大地」は、2007年 4月からカンボジアで現地の各機関や
NGOと連携しながら支援活動を行っています。農業訓練に加え、
これまで 6 基の井戸を建設。
一昨年の春には、豊かな大地が建設した小学校第1号の竣工式も行われました。

篠田昭二さん

いられてきました︒土日や祭日も

実際に現場を見ること
によって、たくさんのこ
とに感動した。これから
も、体力の続く限り参加
していきたい。

確かに貧しさはある。
でも人々の表情はとて
も豊か。
「 近代化」って
一体何だろう̶̶ 私自
身が恵まれ過ぎている
ことを痛感した。今この
カンボジアに何が必要か、私自身に何がで
きるのかを考えていきたい。1つだけ、
「他の
人に伝える」という使命ははっきり掴んだ。

だろうと思えた時︑次の道も見え

上山雅晴さん

山崎和代さん

工事計画書のように︑これから

物に恵まれている事が決して豊かではな
い。物の少ない現地でも笑顔は多く、心豊
かな人々は大勢いた。物、あるいは人に対
する接し方̶̶これからは自分の心を豊か
にできるよう心がけたい。

食べたいものを好きな
だけ食べられる幸せ。
心 配 せ ずに水 が 飲め
る幸せ。地雷に怯えず
に暮らせる幸せ̶̶毎
日の生き方、考え方を
深く反省した。自分の子供達にもしっかり
話して伝えたい。また機会があれば、次
は親子で参加したい。

言 葉は 通じなくとも、
実際に現地を訪れ、共
に作業をしたことでお
互いに理解し合えるこ
とが多かった。通常の
ツアーでは味わえない
感動を満喫させていただき、参加できたこ
とに満足するとともに、
「豊かな大地」のスタ
ッフの皆さんに深く感謝します。

今こそ︑それを真剣に考える時

大平正志さん

高橋正人さん

常村敏彦さん

なのだと思います︒

生きる事とは？ 価値観
とは？ これからどう生
き、何に価値を見いだ
していくかを真剣に考
えたくなった。
「生きて
いる」というだけであ
の笑顔が出せるのは感動 ̶̶同時に ショ
ック でもあった。

穂先だけ刈るカンボジ
アの稲刈り。残りは土に
返り再び土壌を豊かに
するのだそうだ。
日本の
ように肥料や農薬に頼
らない分、
水たまりの水
に魚だって住める。本当の「環境」のために
も、
すっかり身に付いてしまった工業先進国
の発想を少しずつ変えていこうと思います。

て来たものです︒

村木宣雄さん

工藤泰子さん

いた感性を磨く機会や︑標準仕様

地雷原の恐ろしさ、
カン
ボジアの貧困 ̶̶ 現実
を直視して強いインパ
クトを受けた。こうした
問題に深く、根 気よく
関わってきた「豊かな
大地」の活動に敬意を表すとともに、今後
は機会あるごとに、私なりに皆さんの活動
を周囲に伝えていきたい。

っているのです︒しかも建設とい

山崎憲明さん

にもかかわらず︑受注営業が不

今回の経験は、
今後のあなたに
どんな変化をもたらしますか？

ふくもと・さとみ
有限会社アンダンテ総合企画・代表取締役。一級建築士。
施工図作成の請負業務のほか、安全講習の講師として全国を忙しく飛び回る。
総合建設会社での長年にわたる現場監督経験を生かしたエッセイ本も出版。
したエッセイ本も出版。
昨秋、その「第３弾」にあたる『建設現場の玉手箱』を上梓。
上梓。
■ホームページ = http://www.d2.dion.ne.jp/˜andante2/
e2/

【会員を募集しています】
豊かな大地では、活動を支援していただける法人会員・賛助会員・一般会員を募集しています。

http://www.good-earth-japan.org/

日立建機グループは「豊かな大地」の活動を支援しています。

本コラムのバックナンバーが【WEBティエラ】に掲載されています。

日立建機グループは、地雷除去機の開発や保守指導のほか、ＮＰＯ法人豊かな大地への全面サポートを通じて、
地域の復興や住民の自立支援に協力しています。
イラスト／市川興一
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万が一の故障による機械の停止

は︑建機を稼動させる企業にとっ

て︑その瞬間から経済的損失を生

むことに直結する︒こうした不測

ーカー保証付 〟の高品質な製品だ︒

の事態に備え︑日立建機ではダウ

お客様のメリットを生むと同時

ンタイムを最小限に抑えるために

性能試験・最終点検など︑厳密な

に︑再生ユニットは日立建機グル

﹁再生ユニット︵ＰＵ品︶
﹂を用意

サービススタッフがお客様の機械

ニットに生まれ変わる︒こうした

検査の つの工程を受けて再生ユ

再生ユニットとは︑日立建機が

の状況を聞き取り︑適切な再生ユ

している︒

品目のユニットを取り扱い︑在庫

ニットを提供︒不具合の生じた箇

ープによる地球環境保全への取組

ユーザーから回収した故障ユニッ

保管された再生ユニットが全国の

作業を一貫して実施できるのも建

型社会に貢献するという側面から

トに高度な再生技術・性能テスト

サービス網を通じてスピーディに

所をユニットごと載せ替えるため

発生した故障に対し︑単に中古

機メーカーならでは︒

などを施し︑新たに蘇らせたユニ

供給されるようになっている︒

修理工数も少なく︑迅速に再稼動

も︑日立建機グループでは再生ユ

13

ット︒現在︑
エンジン︑
油圧ポンプ︑

仮に不具合の生じた故障部位を

できることから休車時間は大幅に

部品を付け替えただけの場合で

9

油圧シリンダなど︑ 種類８３０

そのまま修理に出すとすれば︑ユ

短縮できる︒また新品ユニットの

※なお、
プレゼント抽選への有効応募は
「お１人様１通」
と
させていただきます。予めご了承下さい。

ニットを本体から降ろして工場へ

ご応募はこのページ全体をコピーしてフリーダイヤルのFAXにてお送り下さい

ニットの利用を促進していきたい

良くない：

配送︑そこから分解して不具合箇

■ INOMAミニモデル
高橋政幸様（北海道新ひだか町）／網代真希子様（茨城県鹿嶋市）／
川端隆一様（石川県輪島市）／内藤幸英様（愛知県新城市）／
小林隆様（広島県福山市）／小林育将様（広島県尾道市）／
門野広明様（山口県宇部市）／永岡米治郎様（福岡県直方市）／
／浦川勝彦様（長崎県壱岐市）
山本一城様（大分県由布市）

と考えている︒

良い：

は︑正常に作動するかの保証はな

［前号の答え］
「世界天文年」
［プレゼント当選者］

く︑再び故障してもほとんどの場

今号の誌面に関して良いと感じた点、良くないと感じた点を
お聞かせください。

調達に比べて修理コストが低減で

］
］

きるのも大きなメリットだ︒

］
［
］
［

所を修理するなど︑故障内容によ

］
［
］
［

合が自己責任︒それに対して日立

［
［
●あまり興味がもてなかった（読まなかった）
●興味深く読んだ（面白かった）

建機の再生ユニットは厳しい試験

※正解者の中から抽選で 3名様に、柏レイソルの2009 年シーズン 新デ
ザイン「レプリカユニフォーム」をプレゼント！ ご応募の際、アンケート
へのご協力もお願いします（応募締切り= 5月31日必着）。

日立建機では﹁再生専門工場﹂

3名

を有しており︑回収した修理ユニ

・傾斜センサ
・GPS
・自動給油

①表紙
②ニッポンの新光景
③巻頭特集『個店主義とは？』
④浚渫施工管理システム搭載 ZX870H-3稼動事例
⑤原寸大 手のひらCOLLECTION
⑥業界動向最前線：
「地域建設業経営強化制度」を
有効的に利用するためには？
⑦今すぐできる経営改善〜
『営業力』
⑧機械化のカギを握る「山の団地化」
、
その下地をつくる「森のカルテ」システム
⑨業界女神変身図鑑
⑩コラム「現場、大好き！」
⑪復興、そしてこの先の未来へ
⑫数字で見る日立建機
⑬社団法人日本建設機械工業会からのお知らせ

っては修理時間がかかり︑休車時

浚渫施工管理システム
に搭載されていない機
能は、次のうちどれでし
ょう？（ヒントは 8〜9 ペ
ージ）

以下に挙げた今号の読み物の中で、興味深く読んだ（面白かっ
た）記事３つ、あまり興味を持てなかった（読まなかった）記事３
つを、それぞれ番号でお答えください。

間が長期化するおそれも伴う︒こ

問題

アンケート

に合格したものだけを届ける〝メ

新しい年度が始まりました。昨年来、世界規模での厳しい経済
状況が続いておりますが、日立建機グループのネットワークを充分
に活かし、皆様のビジネスに少しでも有益な情報がお届けできる
よう努力していく所存です。ご期待ください。

ットは︑部品検査・修理・組立・

正解者の中から抽選で
賞品をプレゼント

れに対して再生ユニットの利用は︑

29日必着）
。

Data of Hitachi-kenki

数字で
見る
日立建機
文／古幡政樹

品目

お客様の休車時間短縮に貢献！
さらに循環型社会づくりにも貢献する、
日立建機の「再生ユニット」。

エンジン

スタータ

ジェネレータ

ターボチャージャ

噴射ポンプ

シリンダ

油圧ポンプ

油圧モータ

トランスミッション

アクスル

センタジョイント

旋回装置

※インターネットでも応募受付中!
お名前

男
歳

（プレゼントの希望サイズ= SS〜S／ M〜L ／O〜XO ←◯印をお付け下さい）

ご勤務先名称

所属部署名

住所

役職

女

電話

Ｅメール （弊社からの情報提供を希望される方はご記入ください）

〒

※弊社がお客様から提供を受ける個人情報については、弊社の「個人情報保護ポリシー」の記載内容に準じて取扱います。http://www2.hitachi-kenki.co.jp/policyindex.html

2009年
NEW 環境展出展のお知らせ

WEBティエラ 新コーナー準備中！
経営に関するご質問をお寄せください。

日立建機では、
「Ｈｉ- ＯＳＳの世界」をテーマにＨｉ- ＯＳＳの具
体的な取り組みを映像やパネルなどを通じて紹介するほか、新
型自走式スクリーンや CO2 排出権付き油圧ショベル（林業仕様
機）などの実機展示を行います。是非ご来場ください。

現在、WEBティエラではリニューアルの準備を進めており、新
たなコンテンツでは、経営に関する皆様からの質問にお答えす
る経営Ｑ＆Ａコーナーの設置を予定しています。ぜひ、皆様の経
営に関するご質問・ご相談・お悩みなどをお寄せ下さい。
現在、下記にて質問を募集しております。

開催日：2009年５月26日
（火）
〜29日（金）

http://www.hitachi-kenki.co.jp/webtierra/

会場：午前10時〜午後5時（最終29日は午後４時まで）
会場：東京ビッグサイト（東京・有明）
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※できるだけ多くのご質問に対して回答を掲載させていただく予定ですが、
回答できない場合もございますので、その旨予めご了承下さい。

みの１つ︒資源を再活用し︑循環

年齢

（ふりがな）

※詳しくは全国のサービス拠点にお
問い合わせ︑もしくは日立建機のＷ
ＥＢサイトをご覧ください︒

クイズの答え

※再生ユニット
（PU品）
を利用
する場合は、故障したユニット
を回収させていただくことが前
提になります。

走行装置

Tierra Spring 2009
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社団法人日本建設機械工業会からのお知らせ
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