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自動車整備工場などで使用さ
れるリールの専門メーカーとして、
その品質、性能、デザイン等で
「リールの三協」として業界に知
れ渡っている三協リール。
いま、世界のリールトップメー
カーを目指している39歳の若さの
三木社長に、同社の海外展開お
よび製品づくりについてお話をう
かがいました。

株式会社三協リール
代表取締役

三木 健太郎

「世界のリールトップメーカー」

これが当社のビジョンです。
2

夢シティちば 201２年 １１月号
０月号

TRIENSを世界ブランドに
ターゲットは「190ヵ国」
当社は自動車整備工具の製造、販
売を行う企業として1968年、千葉市
で創業しました。その後、リール事
業に特化し現在に至ります。
主に自動車の整備工場などで使用
されるエアーホースリール、電源用
リールなどを主力製品としています。
おかげさまでその機能、性能、品質、
デザインが評価され、
国内では「リー
ルの三協」と呼ばれるまでになりま
した。2003年、中国に生産・販売拠
点を設け、その後、北米、欧州にも
営業を展開、2007年にはグローバル
ブランドとして、
「TRIENS（トラ
イアンス）
」ブランドを立ち上げ、信
頼性・先進性・洗練性をお客様にお
約束し、世界を視野に入れた営業展
開をしております。
当社にとって、初めての海外進出
は米国でした。創業から約30年後の
1997年のことで、当時の米国は世界
最大の消費大国でした。私の父であ
る先代社長としても「そこに出て行
かなくてはどうする」という強い思
いがあったのでしょうか。
しかし、現実は規格や仕様の違い、
そして最大の壁であったコストや生
産能力の問題に阻まれ、販売拠点を
出したものの思うようなビジネス展
開はできませんでした。
当時、私はアメリカ最大のリール
メーカーに勤めておりましたが、実
は社業を継ぐことにも疑問を持って
おり、
正直、
リールそのものにも関心
が薄かったように思います。そんな
とき、勤め先の社長に「世界には190
もの国があり、君の知っているのは
日本とアメリカだけだろう。
“リー
ル ”という 商 品 一 つと っ てみても
190ヵ国にビジネスチャンスがある。
面白いと思わないか!?」
という言葉で
目が覚めました。

もしも、自分が会社を継ぐことに
なったら、
世界のリールトップメーカー
になろうとこの時心に決めたのです。

まだまだチャレンジャー
2003年、世界のリールトップメー
カーになるべく、世 界 の 生 産 拠 点
と同時に今後世界最大の消費大
国 になると 思 われる 中 国 の 販 売
拠点として、中国江蘇省に塩城中
大三協汽車装備有限公司を創立
しました。
2009年 には 欧 州、アフリ
カ、中 近 東 向 けの 営 業 拠 点 として
ベ ル ギ ー に 進 出 しました。
2011年
にも SANKYO REELS,INC. を
TRIENS AMERICAへ社名を変更
し、TRIENSブランドの世界展開に
取り組んでいます。とはいえ、ま
だまだ私たちはチャレンジャーで
あり、今後の展開においても、販
売戦略、商品づくりと広範囲に取
り 組 んでいかなくてはいけないと
考えております。
世界に挑戦することによって気
づいたことがあります。 当 社 もそ
うであったように、私たち製造業
には
“ジャパン・アズ・ナンバーワン”
のような思いがあり、
「日本で通用
すれば世界でも通用する」というよ
うな感覚に陥り、各国市場の要求
よりも過度な品質・性能を求め、ま
た、
製品に余計な機能をつけること
が 少 なくありませんでした。 しか
し、海外ではむしろその国の市場
にあったスペックやシンプルなも
のが求められます。当社は、そう
いう方向へと製品づくりを転換し、
マーケットインの考え方を軸にし
て、海外進出を目指しています。
それが正しいかどうかは分かり
ませんが、今までの経験や今の感
覚を踏まえ、当社はそうすべきだと、
チャレンジしているところです。

みき けんたろう
1973年
1999年
2000年
2001年
2003年

千葉市生まれ
米国、Reelcraft Inc.,に入社
株式会社三協リールに入社
中国、中大工業集団に出向
中国、塩城中大三協汽車装備
有限公司を合弁にて創立
            総経理に就任（3月）
  株式会社三協リール社長に就任
                    
（6月）
2007年 三協株式会社社長に就任
2009年 ベルギー法人
TRIENS EMEAsaを設立
2011年 米国、SANKYO REELS,INC.
をTRIENS AMERICA,INC.
に社名変更

所 在 地：千葉市稲毛区山王町 279-4
業務内容：自動車整備用機械工具の製造販売
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数 々のグッドデザイン 賞を
受賞（上）
中国工場の内部（下）

会社の勤務風景（上）
全社員に配布している、TRIENS
のブランドブックと三協グループ
ビジョンブック
（下）

すべては世界のリールトップメーカーになるために
世界で通用する製品の提供
国内の市場に関しては、今後も自
動車整備業界に軸足を置きながら、
用途開発をテーマに新たな展開をし
ていく必要があると考えています。
培ってきた製造加工の技術やノ
ウハウを他の市場・用途に活用でき
る製品を開発していくことです。
海外については、本当の意味での
市場に合わせた製品づくり、すなわ
ち、マーケットインの考え方が重要
なポイントとなっています。
中 国 に 生 産 拠 点 を 置 いて10年
目になりますが、米国進出当時の
問題であった、規格や仕様変更に
伴うコスト、スピード面での難点
は中国拠点で行なうことにより解
消されました。今では、海外市場
からの要望や海外市場向け製品の
開発は、全て中国拠点が窓口とな
り、的確に対応しています。しかし、
当社の定める根幹に関わる部分の
設計については、日本で行うか、本
社の承認を受けて開発・設計する体
制になっています。このことにより、
今まで培ってきた技術・ノウハウの
保持が徹底され、TRIENSブラン
ドが掲げる、
“信頼性”をお客様に
約束することができるのです。
今後は名実ともに“グローバル企
業”となることが課題です。
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今はまだ、グローバル企業とは
言えませんが、世界でお役に立て
る製品をお届けするために、生産
拠点における開発、生産体制はも
とより、営業拠点の拡充など、課
題解決のための準備を着々と進め
ています。
各市場の取り組みとしては、欧州
ではこの３年でTRIENSブランドは
ようやく認知されてきましたので、
これからは、市場に合う製品を投入
して、さらなる実績に結びつけてい
きたいと思っています。米国につい
ては、昨年より商品ラインナップの
見直しをし、今年の冬から来春にか
け、ひと勝負の時だと考えています。
アジア市場においては、予想を超え
る実績を中国市場ではあげさせて
いただいておりますが、他のアジア
市場においても需要が高まってお
り、今後の対応も含めて2013年には
アジアの販売拠点としてTRIENS
ASIAの設立を検討しております。
この 千 葉 市 から 世 界 の リ ー ル
トップメーカーになれるよう、これ
からも精一杯努力してまいります。
「世界のリールトップメーカー」
これが、社長に就任してから一貫し
て持ち続けているビジョンです。
国内外を問わず、お客様に私たちの
ブランドを選んでいただけるよう、最
善を尽くしたいと考えております。

三木社長

Q&A

Q1 １日の平均的なスケジュールは？
朝6時～ 7時起床。
最低、始業時間の30分前には出社
するようにしています。
定時に上がることはなかなか難しいで
すが、できるだけ定時で上がるよう心
がけています。
睡眠時間はなるべく取るようにしてい
ます。
Q2 愛読紙・書は？
愛読紙はともかく、必読紙として
日経、業界紙を読んでいます。
読書は好きな方で、あらゆるジャ
ンルを読みます。
平均で年間50〜60冊読みます。
Q3 仕事以外でハマっていることは？
ゴルフが好き。
最近多忙で回数は少なくなったが、
今でも月に2 〜 3回はラウンドし
ます。他には、移動中の映画鑑賞
と読書です。
Q4 座右の銘（好きな言葉）は？
「人間万事塞翁が馬」
Q5 ストレス解消法は？
ストレスは、あまり感じないほうです
が、ストレスに鈍 感なのかもしれま
せん。
Q6 「やる気の源」は？
世界一への思い。
それを目指して、一緒に戦ってく
れている社員。
それに、仕事に携わっている人々。

