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﹁へぇ ︑ヨシナ
カさん ってこん
な物も 造られて
るんですか﹂
長年お 付き合い
させて 頂いてい
る取引 先の担当
者から こんな言
葉を頂 く事があ
ります ︒その度
にショ ックを受
けると 共に私た
ち営業のピーアー
ルが足 りない事
を反省 します︒
と同時 に私たち
が造っ ている製
品がメ ジャーで
はない 為いくら
ピーア ールして
も時間 の経過と
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料の 値上 げ が新 た に六
月納 入分 か ら決 ま りま
した ︒原 料 不足 に よる
品薄と値
上げ感は
まだしば
ら く続 き
そう で余 談 が許 せ ない
状況 と思 われ ま す︒

とも にお客 様の 記憶 が薄 たち ㈱北 陸ヨ シナカ とは
れ︑ いざ私 たち の製 品が どう いう 会社 なのか ︑ど
必要 な時が 来て も思 い出 うい った 物を 造って いる
して 頂けず ︑結 局お 客様 のか ︑ま た私 たちの 理念
が商 売のチ ャン スを 逃が は何 か︒ そう いった こと
しておられる︒
を新 聞を 通じ て知っ て頂
こ れは私 たち の本 意で けた らと 考え たのが 新聞
はあ りませ ん︒ お役 に立 発行の動機 となりました︒
てる 時にお 役に 立て てい お客 様が 必要 な時に 私た
ない ︒どう した らい いの ちの 製品 を思 い出し て頂
く︑ その時
私達の事をもっと知って
が私 たちの
出番 であり
頂きたくて
お役 に立て
る時 だか らで す︒ま たお
取引 させ て頂 いてい るお
客様 にも 私た ちの現 状と
これ から どう いう方 向に
進ん で行 きた いかを 知っ
て頂 けた ら幸 せだと 思い
ます︒
か︒ パンフ レッ トや カタ
ログ もアレ ンジ した りし
まし たが︑ 時間 の経 過と
とも に記憶 が薄 れる のは
同じこと︒
と いう事 で新 聞を 作成
する ことに しま した ︒私

倍増 と いう 超 高値 圏に
入る 等 原料 高 によ る母
材価 格 値上 げ の流 れは

止ま ら ない 状態 です ︒
当社が 購入してい
ます ス テン レ ス線 の材

ステンレス材料事情

昨 今の 鉄鋼 事 情は こ こ
数 年の 世界 的 な需 要 拡
大 によ り原 料 及び ス ク
ラ ップ 等が 大 幅に 値 上
が りし ︑そ れ に伴 い 母
材 価格 も高 騰 して い ま
す ︒ス テン レ スも そ れ
に 伴う 値上 が りが 続 き︑
今 年に 入っ て もモ リ ブ
デ ンが 一昨 年 一月 の 十

創 刊 に 当 た っ て

いるわけです︒た
だし︑環境条件や
強い衝撃でキズが
付いた時にクロム
の酸化被膜は剥が
れてしまいます︒
すぐにクロムの
酸化被膜は復活し
ますが︑その間に
鉄と酸素が結合し
て赤く腐食したり︑
組織が壊れる事が
あります︒従って
ステンレスは﹃錆
びない﹄のではな
く﹃錆びにくい﹄
鉄なのです︒

どたくさんの形状をこれま
でに造っててきました︒そ
の種類は１５００種にも及
びます︒今後︑写真と共に
どういった用途に使われて
いるのかを次号以降で少し
ずつ説明させて頂きたいと
考えています︒

㈱北陸ヨシナカ大阪工場
ステンレス及び特殊帯鋼の
材料を加工している２次加
工メーカーで︵一部３次製
品も製造しています︶︑大
阪工場と富山工場を持って
います︒今回は大阪工場の
取り扱い品について説明し
ます︒
大阪工場では主に断面
が丸のステンレスの線材を
上下左右から圧力を加えた
り︵圧延︶︑金型で引いた
り︑熱処理︵連続光輝焼鈍︶
の工程等を組み合わせなが
ら色んな形︑業界では主に
異形線︵異型線︶と呼ばれ
ている２次加工製品を製造
しています︒
建築や自動車︑パソコン︑
産業ロボット等用途は多種
多様です︒お客様のニーズ
に合わせて四角はもちろん︑
三角︑台形︑半円︑星形な

が︑ステンレスの
場合は鉄のまわり
をクロムが被いこ
れが酸素と結合
︵酸化︶します
︵色は透明︶︒こ
れをクロムの酸化
被膜といい︑酸素
と鉄が直接触れな
い役目をします︒
この為ステンレス
は錆びにくい材料
として認識されて

ス テ ン レ ス 豆 知 識
皆さんご存知だと
思いますが︑確認
の意味も含めてス
テンレスについて
説明したいと思い
ます︒ステンレス
の定義は１１％
︵若しくは１２％︶
以上のクロムを含
む鋼とされていま
す︒通常鉄は酸素
と結合して腐食す
ると赤くなります

春 の日 差し の 中で

四月十日︵ 日︶のお昼
過ぎの隅田川 周辺の写真
です︒桜満開 でたくさん
の人達が花見 を楽しんで
おられました ︒また川を
行く船の数に びっくり︒
桜の花言葉 を調べてみ
ました︒桜全 般の花言葉
は︑高尚・純潔・心の美・
優れた美人・ 精神美・淡
白︒桜︵白︶の花言葉は︑
淡白・気まぐ れ︒桜︵淡
紅︶の花言葉は︑愛国心・
教養・永遠の 愛︒あと︑
八重桜︑山桜︑染井吉野︑
枝垂桜にもそ れぞれ花言
葉がありまし た︒私の桜
のイメージは 美人薄命︒
あら︑これは 花言葉には
なりませんね︒

