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普通じゃないめっき会社を目指します。

めっき表面処理の紹介
硬質アルマイト

潤滑性アルマイト

黒アルマイト

硬質クロムめっき

白アルマイト

白上げ
艶消し黒アルマイト

カラーアルマイト

溶融亜鉛

無電解ニッケルめっき

緑色テフロン

金めっき

っき

め

亜鉛

電気ニッケルめっき

黒色テフロン

黒色クロメート

銀めっき

っき

め

亜鉛

ニッケルクロムめっき
（装飾めっき）

緑色クロメート

灰色テフロン

光沢すずめっき

っき

め

亜鉛
銅ニッケルクロムめっき
（装飾めっき）

有色クロメート

リン酸マンガン

銅めっき

っき

め
亜鉛

ユニクロ

黒染め

（光沢クロメート）
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黒色クロム

まだまだあります。
問い合わせ等は営業部まで
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【営業部メンバー紹介】

次長

いつもありがとうございます。

軽いフットワーク

感謝の気持ちを忘れず、

オールグラウンドプレーヤー

営業部一同対応します。

それを目指したい。

松田秀己

係長 中田雅巳
「すべてはお客様の為」

お客様に信頼される

と思い、行動します。

竹澤

営業マンになります。

小林英也

実

気持ちの良い挨拶
癒し系営業マンとして

お客様の喜びの声

頑張ります。

それが仕事への喜びです

和田浩樹

ピース

お客様からの質問にも

初心を忘れず
いつも笑顔で対応します。

お答えできるよう
1 つでも多くの知識をつけます。

徳見美穂

橋口あゆみ
日々前進できるように

技術的なことでもお客様と

行動します。

対等に話せるようにします。

宮本富久美

田中香織

フレッシュマン紹介
４月１日弊社にて入社式を行いました。
７名入社しまして、日々教育カリキュラムを実施し
力を蓄えております。
また、４月４日には「新入社員歓迎＆お花見会」を
盛大に行いました。みなさまのお力になれるよう
精進いたします。

-2-

春号

フジコー株式会社

フジコーめっきPRESS

Spring

～ パートナー企業のご紹介 ～

有限会社 まついめっき 様
『個人としては２５年以上のお付き合い』
前回の「めっきＰＲＥＳＳ」を拝見し、うち（まついめっき）
もと思いペンを執った次第です。
今から約３０年程前、兵庫県機械金属工業試験場（現：兵庫県
立機械金属技術センター）の土肥先生とフジコー社長他８名で
組合青年部を作ろうと立ちあげ、藤井社長が 2 代目青年部会長
に就任時の会計をさせていただいてからのご縁です。
その後、藤井硬質鍍金工業所（現：ﾌｼﾞｺｰ株式会社）と付き合い
が始まり、現在にいたっています。
表面処理内容としましては「硬質クロム」「アルマイト」「無電
解ニッケル」はフジコーさんにお任せして「装飾ニッケル

クロム」「黒クロム」 「ハードクロム」「ニッケル（電気）」
「バレルニッケル」 はまついめっきにお任せ下さい。

フジコーさんは「グレートカンパニー」
まついめっきは 「オンリーワンめっき屋」 を目指し、これから
もお互い切磋琢磨して、質の高いめっき会社になるように邁進し
ましょう。

松井取締役社長

【コラム】今回担当：営業部係長 中田
「２００８年ヴィッセル神戸オフィシャルスポンサーパーティー」 へ

行ってきました

私、中田は去る２月２６日に神戸ポートピアホテル内にて

「２００８ヴィッセル神戸オフィシャルスポンサーパーティー」に出席しました。
地元大手企業の代表者やチームの監督、コーチ、全選手が出席し盛大に行われました。間近で見る
サッカー選手の眼光は、素晴らしい輝きを放ち、凛々しく勇ましく、
私は圧倒されました。すばやく私は色紙とサッカーボール、そして、も
う一方の手にカメラを握りしめ、日本代表でもある大久保選手に握手や
サインをおねだりしたのは言うまでもありません。
会場でわが社のお客様である、ゴンチャロフ製菓㈱の光葉取締役社長を
拝見したので、名刺交換をさせて頂く
と共にお仕事の話もさせていただきま
した。
短い時間ではありましたが、私には
貴重なひと時でありました。会場にはヴィッセル神戸のスローガン
「トモニイコウ」が掲げてあり、目標をたててその道の頂点を極
めるのは難しくもあり、誇るべきことで、自分の職場生活にお
いても通ずるところがあります。これからの営業活動で、さらに高
いゴール（売上年商２０億）を掲げ、果てしなくシュートを打ち

続けていきます。
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～フジコー誕生から未来へはばたく～

「初めての大勝負」NO.2

前回のおさらい：幸四郎は正隆と信行の入社を機に仕事を任せていく、攻めの経営に
打ってでたが、夏の終わりとともに辞める決意をした。

辞めた結果、良単価の仕事を納期通りに納入でき、従業員の健康面も大きく快復した。
そして、１９７８年（昭和５３年）ごろより東洋機械金属㈱及び新キャタピラー三菱㈱
協力会社の㈱泉精機工作所（加西市）より多量の仕事を頂けるようになると共に、
１９８１年（昭和 56 年）２月
１９８３年（昭和 58 年）１月

姫路市阿保字川の上乙 378-4 に
第２工場（研磨工場）を増設、
姫路市阿保川字宮前甲 160-1 に
本社第１期増設工事でＡ工場を増設した。

１９８４年（昭和 59 年）５月 藤井正隆
このとき、社員数は２５名だった。

社長就任する。

さらに工場用地も隣の姫路プレハブ社の業績好調から移転することにより、その土地
（４００坪）を譲り受けることができ、売り上げが増大し、
１９８５年（昭和 60 年）６月 第２期工事 (Ｂ工場 ) を増設後、営業の為に三菱電機㈱
姫路製作所の資料課を訪れた。タイミング良くこれからファクシミリ (ＦＡＸ) の部品
であるクラッチ部品が増産体制に入ることから試作のチャンスを与えられた。
すると数社の競合があったものの見事、そのめっき高品質及び安価であることが、受注
に至った。

（夏号に続く）

旧第２工場跡地の土壌汚染対策法に基づく指定区域の解除
平成２０年４月１０日
フジコー株式会社

旧第２工場跡地 ( 姫路市阿保 ) は、 昭和３８年から平成１６年まで主に硬質クロムめっき加工を行っており、 六価クロム
化合物等の重金属を含有するめっき液を使用しておりました。 平成１７年に区画整理に伴う工場移転が決まりましたので、
土壌汚染対策法に基づき土壌調査を行った結果、 基準値以上の六価クロムが検出されました。 （周辺地下水に関しては、
有害物質は検出されませんでした。） これより土壌汚染対策法に基づく指定区域に指定されました。 （平成１５年２月１５日
に本法施行以降、 姫路市最初の指定区域でした。）
フジコー株式会社は、 環境問題を経営の重要課題と位置付けており、 この度、 旧第２工場跡地 （姫路市阿保） において
自主的に土壌汚染対策法第７条４条に基づき、 汚染土壌の除去 （切削除去） 措置を実施いたしました。
土壌の再調査の結果、 指定区域土壌から環境基準を超える六価クロム化合物は検出されず、 また地下水調査の結果、
敷地内周辺部の地下水から環境基準を超える物質も検出されませんでした。 この措置結果を姫路市環境局に報告した
ところ平成２０年４月８日付けで旧第 2 工場跡地の土壌汚染対策法に基づく指定区域の解除が行われました。
当社は、 今後も有害物質管理を徹底し土壌汚染の防止に努めていきます。 また、 関係法令に従い適切に対処いたします。
なお、 現在稼働中のフジコー株式会社本社工場 （姫路市北条） においては、 工場を 「受け皿構造」 に設計し
「クローズドシステム」 を採用している為、 汚染物質が流出することはありません。
弊社ＧＷの予定は４月２９日（祝）通常通り営業
５月１日～５月６日まで休みを頂いております。
５月７日からは元気に「通常通り営業」いたしますので、よろしくお願いいたします。
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編集部の一言
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