トライウォール・社内報

【

内部新闻稿

】

News from Tri-Wall Limited

2018 年トライウォール国際イノベーション大会

The Headquarter of TW Group

2018 年トライウォール国際イノベーション大会

10 月 18 日～21 日,中国： 2018 年トライウォールイノベーション大会（以下、大会と呼ぶ）は、中
国南東部の美しい沿岸都市―厦門で開催されました。今回のイベントには、世界各国から 40 社以上、
105 人の参加者が集いました。今年のイベントの特徴は、国際イノベーション大会以外に、会計経理
研修会、MCM 会議と予算会議等を同じ場所で連動して行ったことです。これ等一連の行事、会議は
以下の日程で行われました。
10 月 18 日

会計経理研修会

10 月 19 日

MCM 会議 ＆ 歓迎ディナー

10 月 20 日

イノベーション大会

10 月 21 日

活動日 ＆ TW 福州の工場見学

10 月 22 日

予算会議
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今年のイノベーション大会では、世界各国から 12 社（中国、日本、インド、シンガポール、タイ、
ポーランド、トルコ、アメリカ合衆国）が発表しました。審査委員は、次のレンゴーとトライウォー
ルの経営委員会の皆さんに担当して頂きました。


堀博史、レンゴー株式会社

常務取締役 海外事業管掌



鈴木雄二、トライウォールリミテッド（以下 “TWL”）取締役会長兼 CEO



大橋茂、TWL 取締役副会長



周垂桓、TWL 取締役東半球統括社長



Kyle Baker、TWL 取締役西半球統括社長



橘桂子、TWL 取締役 コーポレート管理業務統括



顧金、TWL



宮崎英二、TWL EA グループ事業統括



Sumate Tan-Numsaeng、TWL SEA グループ統括責任



Darek Kaczmarski、トライウォールポーランド社長

中国ファブ・グループ副社長

トライウォールグループのメンバーに加え、Intercept Technology 社と Macro Plastics 社から 4 名の
皆さんが特別ゲストとして参加し、自社の興味深い製品、サービスについて紹介してくださいまし
た。2 社に関する詳細は、「10 月 20 日：ゲスト発表」のページをご参照ください。

10 月 18 日：会計経理研修会
会計経理及び内部統制研修会では、財務会計チームと内部監査チームが 10 カ国以上から参加した関
係者に、「IFRS 基準」と「月次連結決算での注意点」および「J-Sox 導入の評価結果と方針」と「内
部統制」に関して、6 件の事例を参照にこれ等の課題について説明を行いました。研修会の目的は、
トライウォールグループの会計基準及び内部統制について理解を深めるために実施しています。
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10 月 19 日：MCM 会議、参加者到着 ＆ 歓迎夕食会
当日、大会の参加者が続々と厦門に到着しました。トライ
ウォールの経営委員会の関係者は前日に厦門に到着し、
月次経営委員会をホテルの会議室で行いました。

今年のイベントは厦門シャングリ・ラ・ホテルで行い、ホ
テルのロビーに受付を設置し、世界各国から集まったト
ライウォールの参加者の皆さんを出迎えます。
10 月 19 日の夜、参加者の登録が完了した後は、トライウォール中国主催による歓迎夕食会です。
福建省で有名な海鮮料理を味わいました。夕食会のはじめに、周 COO が参加者に歓迎の言葉を述
べ、皆さんと乾杯しました。中国で開催されるイベントは 2010 年と 2014 年に続き、今回のイノベ
ーション大会は３度目になります。

土筍凍（Tusundong）

ホッキエンミスアの炒め物

コリアンダーとイカのサラダ

いわゆるゴカイゼリー

（Stir-fried Hokkien Misua）

（Squid salad with coriander）

福建省で最高の前菜です。

いわゆる細麺：中国で長寿を意味します。

福建省のおすすめ料理です。
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10 月 20 日：大会、ゲストによる発表 ＆ 授賞式
鈴木会長の開会の辞で、2018 年のトライウォール
国際イノベーション大会は午前 8 時 30 分に始まり
ました。昨夜の夕食会で行われた抽選で決定した
発表順で、各チームが 15 分間の持ち時間で事例発
表をし、15 分間の質疑応答では活発な意見交換が
なされました。今年の大会は、過去を通じて発表者
が最も多い大会となりました。

今年の大会で発表されたテーマ：

発表者

発表テーマ

ヒロホー株式会社

3 社 3 要 3 シェード ・3－3 シェード

トライウォール東莞

変圧器 VA 包装

パック・ミズタニ株式会社

物流作業獲得による業務拡大から資材拡販!!

トライウォール包装（タイ）

シルクスクリーン印刷工程の改善

トライウォールミシガン

複合素材のパッケージソリューション

トライウォール福州

広州自動車 A16 フロントガラスエッジストリップの吊荷包装の解決案

トライウォールシンガポール

ワン イージーパレット（One Easy Pallet）

トライウォールインド

パッケージングソリューション産業-自動車製品エアクリーナー & 共振器（リゾネーター）

トライウォールトルコ

自動車用シリンダークランクケース包装解決案

トライウォールポーランド

トライウォールポーランドの発表

トライウォール肇慶

サスペンションタワーの包装提案改善

トライウォール北京

海松元 BK2 物流回転包装改善
(発表順)
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TW 東莞

TW シンガポール

TW インド

パック・ミズタニ

TW トルコ
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TW タイランド

TW ミシガン

TW 福州

TW ポーランド

TW 肇慶

TW 北京

Q&A 時間

大会に招待された特別ゲストの Intercept Technology 社と Macro Plastics 社は、全 12 チームの発表
が終わった後に自社のビジネスと製品を紹介して下さいました。
Intercept Technology 社は、包装、梱包された商

Macro Plastics 社は、再利用と回収可能なプラ

品を静電荷、腐食や劣化から保護する画期的な

スチック容器を取り扱う世界最大のバルク容

製品開発に取り組んでいる革新的な企業です。

器メーカーです。
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素晴らしい事例発表大会の後はリラックスタイムです。成績発表と授賞式を兼ねた晩餐会は、周
COO の熱のこもった乾杯の挨拶に続き、祭りやお祝いで披露される伝統的な中国ダンス「Dance on
A Drum」で始まりました。
毎年授賞式で主催国が披露してくれるエンターテイメントは、海外からのゲストにとって主催国の
文化や魅力に触れる良い機会になっています。今大会の主催役を務めたトライウォール中国は、中
国と地元開催地、厦門で有名な中国伝統芸能の孫悟空や変面、ホイアン・メイデンズを披露してく
れました。

トライウォール中国が手配した豪華な料理と魅力的なパフォーマンス
を楽しんでいる間に、審査員が採点した各発表事例の集計作業が行われ、
式典は結果発表に移っていきます。各発表者のこれまでの努力の成果に
期待が膨らむ中、先ず、TW ポーランドの Darek Kaczmarski さんが各
チームの発表内容についてコメントをしてくださいました。Darek さん
の要点を得たコメントは、参加者の皆さんに 12 組の素晴らしい発表内
容を蘇みがらせてくれます。

トライウォール中国からのお土産です：コーチンウェア
キーホルダー（Cochin ware）
コーチンウェアの主な特徴は、結晶のような、輝く宝石
のような色を放ち、寺院の装飾品から徐々に日々の装飾
品に変わりました。

トライウォール・社内報

内部新闻稿

ついに結果発表の時間が来ました！レンゴーの堀常務が 12 チームの順位を発表し、鈴木会長、大橋
副会長、周 COO、Kyle COO、宮崎社長、そして Sumate 社長が各チームにトロフィーと賞を贈り
ました。 2018 年トライウォール国際イノベーション大会の結果は、以下の通りです。

1位

トライウォール包装（タイ）

2位

トライウォール東莞
トライウォールトルコ
トライウォール肇慶

3位

パック・ミズタニ株式会社
トライウォールミシガン
トライウォール福州

特別賞

トライウォールポーランド
ヒロホー株式会社
トライウォール北京

参加賞

トライウォールシンガポール
トライウォールインド

1 位：トライウォール包装（タイ）

2 位：トライウォール東莞

トライウォールトルコ
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3 位：トライウォール肇慶

パック・ミズタニ株式会社
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トライウォールミシガン

特別賞：トライウォールポーランド

トライウォール福州

ヒロホー株式会社

参加賞：トライウォールシンガポール

トライウォール北京

トライウォールインド

堀常務、鈴木会長、周 COO と発表者の方々
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授与式が終わった後、本年度主催国の代表が来年のイノベーション大会の開催国を発表します。発
表は、トライウォール中国の副社長、顧金さんが担当しました。
2019 年トライウォール国際イノベーション大会の主催国は…ベトナム！！！

顧金さんがトライウォール SEA グループ代表の Sumate さんとトライウォール・ベトナム チーム
の皆さんに旗を渡し、新しい出発となりました。（Xin Chào Việt Nam!：ベトナム、よろしく！）
式典は鈴木会長の閉会の辞で幕を閉
じます。挨拶の中で、鈴木会長は、
中国がもつ長い歴史と昨今の奇跡的
な経済発展を賞賛します。また、こ
のような忘れることが出来ない素晴
らしいイノベーション大会を用意し
て下さったトライウォール中国の皆
さんに心から感謝の意を表しまし
た。

中国チームの皆さん、本当にあり
がとうございました。
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10 月 21 日：視察観光 ＆ TW 福州の工場見学
午前中：MCM メンバーが福州で予算会議を行ってい
る間、大会の参加者メンバーは中国文化を理解するた
めフェリー旅行と南普陀寺（Nanputuo Temple）へ観
光しました。お寺ではお肉とそっくりなベジタリアン
料理をみんなで味わいました。

午後：グループ全員は TW 福州貼合工場（以下、TWPF）の視察です。TWPF の皆さんの親切な出
迎えを受け、事業内容や生産などについてわかりやすく説明してくださいました。世界最大の自動
車ガラス・メーカーの 1 つである福耀グループ（Fuyao）との合弁で TWPF は 2005 年に設立され
ました。TWPF で生産するトライウォール製品の大半は福耀グループに供給しています。

視察を終えた後、大会の締めくくりには福州で送別会です。本大会に参加者された皆さんにとっ
て、一緒に過ごした数日間が貴重な思い出になったことを願っています。2019 年、ベトナムでお
会いしましょう！
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TOKYO PACK 2018
2019 年度の EA 予算会議

The Birth of Tri-Wall in Asia

TOKYO PACK 2018
10 月 2 日～5 日まで、東京ビッグサイトで TOKYO
PACK2018 が開催されました。
TOKYO PACK は公益社団法人日本包装技術協会の主催
で 2 年に一度、毎回東京ビッグサイトで開催されていま
す。
トライウォールジャパンは前回に引き続き、レンゴーブ
ース GPI コーナー内で、Uni-Pak を展示しました。
レンゴーブースでは、商品の高さをセンサーで感知し、
箱の高さを自由に変えられる通販対応用 New マシーン
のデモンストレーションを行い、連日大盛況となってい
ました。TOKYO PACK 自体の来場者数も年々増加して
おり、今回は述べ 20 万人を超えました。トライウォー
ルジャパンのブースにもたくさんのお客様に来ていた
だくことができ、無事終了いたしました。
TOKYO PACK には鈴木会長も訪問され、レンゴーのマ
マルシェキットを見学される鈴木会長

ルシェキットを見学されました。

次回の開催は 2021 年 2 月 24 日（水）～2 月 26 日の 3 日間となっています。

トライウォールブースの生平さん（右）と
出口さん（左）

レンゴーブースでの発表の様子
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2019 年度の EA 予算会議
10 月 12 日, 東京 - 10 月 12 日、韓国の Yun さん･台湾の Leo
さん・インドの Vijay さんが来日され、2019 年度の EA（East
Asia Group）予算会議が TWJ 東京本社で開かれました。

宮﨑社長から EA グループの目標説明のあと、TW 韓国、台湾、
インドから、2018 年フォーキャスト、2019 - 2021 ビジネスプ
ランと予算説明があり協議されました。

屋形船からの
スカイツリー

TWJ 経理からは EA グループの業績推移、総務からは各社の規程、保険、コンプライアンスに関す
る確認、マーケティングからは TW グループ・ブランディングの説明、ウェブサイトについて協議
が行われました。

夜は会議に参加したメンバーで品川から屋形船に乗り懇親会を行いました。

上段左から: 出口さん、稲本さん、川上さん、高橋さん
下段左から: Yun さん、宮﨑さん、Leo さん、Vijay さん

ニュース提供： Rika Takahashi from Tri-Wall Japan

トライウォール・社内報

News from Tri-Wall SEA
Tri -Wall Asia: Providing Tri-Wall
Solutions to Asia’s Tiny Giant
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トライウォールシンガポールチーム：
2018 年イノベーション大会
新しいロゴと贈呈品
電子メール詐欺に注意！
TW 工房活動報告

トライウォールシンガポールチーム：2018 年イノベーション大会
今年、中国・厦門で開催され
たトライウォール国際イノベ
ーション大会に、当社を代表
して Peter Lim さん(営業＆マ
ーケティングエグゼクティ
ブ) と Jackie Tan さん (営業
パッケージエンジニア) が参
加しました。２人は TW シン
ガポールに入社して 1 年も満
たないため、彼らにとってと
ても有意義な経験であり、他
の会社から学ぶことも多かったと思います。トライウォール福州
の貼合工場を見学するのも初めてでした。

新しいロゴと贈呈品
トライウォールのブランド・プロジェクトで進められていた新しいト
ライウォール・ロゴの使用方法がついに利用可能となりました。

これを記念し、一層 A フルートで作った手作りのメモカバーと新し
い様式を用いたメモ帳を頒布品として用意しました。

この素敵な頒布品は、日頃応援して下さって
いるお客様に年末ギフトとして贈ります！
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電子メール詐欺に注意！
電子メールの詐欺にご注意ください。気をつけて
いないと、時と場所を問わずにいつでも襲ってき
ます。

最近、シンガポール警察はこの通知（左側）をす
べての会社／企業に通知しています。私たちもも
この情報を皆さんと共有したいと思います。

あなたのビジネスを守るための３つの手順：

1. 新規や急に変更された支払い方法は検証を行
い、もしくは信頼できる業者に電話しましょう。

2. 詐欺について、特に会社の支払いを担当する
責任者と従業員に周知徹底しましょう。

3.

メールアカウントには強力なパスワードを設定し、可能であれば二段階認証（2FA）を設定しま

す。詐欺メールを検出できる電子メール保護ソフトウェアをインストールしましょう。

TW 工房活動報告

決して無駄にしない ― 3 つ以上の「R」ができれば地球を救えます：
RECYCLE（リサイクル）| REUSE（再利用） | RETURNABLE（回収可能）
REFRESH（リフレッシュ） | RENEW（更新） | REENGINEER（再設計）

私たちの緑のパートナー – 園児を対象とした市場で- 地球の環境保全の重
要性を教えます！

トライウォール・社内報
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TW 段ボール

限定された条件の中では、「既成概念をまず取り除く― 限られた広さしかない遊戯室で、いか
に玩具を上手く収納し、子供たちが清潔安全な場所で遊べるようにするか」が課題でした。

車輪を取り付けたトライウォール製のラッキング装置は動きがスムーズで、部屋の掃除に役立つ
ばかりではなく、子供たちとの良い遊び道具の役目も果たしてくれています。

イベント：2018 ヤングメーカーフィエスタ
場所：Tinkercademy 科学センター
バーソロミュー（Bartholomew）は子供たち
写真提供者: バーソロミュー（Bartholomew）

に体験し、学ぶことの良い機会を与えてく
れました。

ニュース提供： Pearly Ng and Choo Chinghai from Tri-Wall (Asia) Pte Ltd

トライウォール・社内報
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News from Tri-Wall SEA
綺麗になったぬいぐるみを子供たちにに！

Tri-Wall Thailand: Strengthening
Thailand’s Central Role in the SE Asia

綺麗になったぬいぐるみを子供たちに…
10 月 6 日、タイ：トライウォール・タイの従業員の人
達は自分の家にあるぬいぐるみを綺麗に洗って、ピサヌ
ローク県のノエン・マプラーン地区のバンノンマイヤン
ダ ム 小 学 校 （ BanNongMaiYangDam Primary School,
Noen Maprang District, Phitsanulok Province）の子供た
ちに贈りました。この綺麗になったぬいぐるみを従業員
の皆さんから集め、会社を代表して CAD-CAM スタッフ
の Peeraphong さんが子供たちに届けました。この小さ
な善意は、自分たちは「たくさん持っているからと言う
気持ち」からではなく、「持っていない人達の気持ち」
がわかるから行ったものです。

ニュース提供：Khun Songplon from Tri-Wall Thailand

トライウォール・社内報

News from Tri-Wall SEA
Tri-Wall Vina: Tri-Wall's Newest Member
in Asia
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トライウォールベトナム：2018 年マスター
シェフコンテストを開催

トライウォールベトナム：2018 年マスターシェフコンテストを開催
10 月 20 日：ベトナムでは、この日は一年の中で
特別な日です。ベトナムのすべての女性を尊敬す
る日：母、姉妹など・・・
TW ベトナム工場の 3 分の 2 の従業員が女性で
す。彼女たちは TW ベトナムの発展に大きく貢献
してくれています。
TW ベトナムの素敵な女性達に感謝の気持ちを
込めてお花と小さなギフトを贈りました。彼女
たちの健康と美を心から祈ってます。

この特別な日に、
TW ベトナムのマ
ネジメントチームは、全従業員の
ために「マスターシェフコンテス
ト」を開催しました。全員 6 つのチ
ームに分かれてそれぞれ違う料理
を作りました。

料理に必要な材料は各チームで事
前に準備しました。

HAPPY
VIETNAMESE
WOMEN’S DAY!
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以下が、各チームの絶品料理です！
チーム１：生産リーダー

チーム２：オフィス

チーム３：組立スタッフ

ビール入り蒸し鯉

サマーロール＆パパイヤサラダ

酢豚

チーム４：切断スタッフ

チーム５：ステッチ+製材

チーム６：パレット＋印刷

豚ホルモン煮

ハト肉炒め

塩ローストチキン

1位
チーム１：生産リーダー
2 位：

3 位：

チーム６：パレット＋印刷

チーム５：ステッチ+製材

ニュース提供：L. Yen, P. Nhung and Samphan P. from Tri-Wall Vina
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トライウォールマレーシアを訪問した人たちです

Meeting High-Tech Industry Demands

トライウォールマレーシアでの内部監査実施

with Innovative Packaging Solutions

トライウォール・マレーシア (TW ﾏﾚｰｼｱ)を訪問された人たちです
9 月 27 日～30 日、マレーシア： 9 月にはトライウォー
ルマレーシアはお二人の訪問者お迎えしました。

9 月 27 日、山口さん(*)には 5S と生産改善活動のフォロ
ーアップのため TW マレーシアを訪問して頂きました。
今回は 2 度目の訪問となりますが、TW マレーシアチー
ムの改善努力を理解頂けたことを願っています。TW マ
レーシアの Shuhairi 社長は山口さんに改善内容の経過報
告を行いました。
(*)山口さんは TW グループの各工場で、
５S 活動や生産性向上の改善活動のアドバイザーとして、
これ等改善活動をして頂いています。

９月 30 日から 10 月 4 日まで、大橋さん（TWL 副会長）
はクアラルンプールの本社工場、ペナンとジョホールバ
ルの分工場を訪問しました。大橋さん、遠方より御足労頂
きましてありがとうございました！

トライウォール・社内報
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内部監査チーム：TW ﾏﾚｰｼｱで内部監査実施
10 月 9 日～12 日、マレーシア： 内部監査チームは J-SOX 法を実施するため TW マレーシアを訪
問しました。メンバーは、レンゴー株式会社・監査部の小倉繁樹部長と小田靖志マネジメント、TWL
の久保田亮さん、それに TWL の内部監査室の Linda さんと Jack さんです。内部監査の一環で、チ
ームは Shuhairi 社長や工場長の Zahar さんの案内で工場視察を行いました。

ニュース提供：Lily from Tri-Wall Malaysia
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News from Tri-Wall Europe

ローズウッドパッケージンググループ

Tri-Wall Europe: Offering Tri-Wall Across

（Rosewood Packaging Group）の紹介

Many Nations, Many Cultures

ガン協会の募金活動に参加

ローズウッドパッケージング グループ – TW ｸﾞﾙｰﾌﾟに加わりました

Tri-Wall Europe Limited(TWEL)は、ローズウッドパッケージンググループ（Rosewood Packaging
Group/“Rosewood 社”）社の株式 51％を取得し、 Rosewood 社が正式に TW グループに加わった
ことを発表しました。
1953 年に英国北東部に設立された Rosewood 社は、これまでに包装設計や包装サービスの提供で、
名誉ある賞を幾度も受賞し、各顧客ニーズに合った包装ソリューションを提供する長い経験と豊か
な実績を有しています。Rosewood 社は英国内に 4 か所の生産拠点を有し、North Shields(ノース・
シールズ)、Manchester(マンチェスター)、Wolverhampton(ウルヴァーハンプトン)と Gateshead(ゲ
ーツヘッド)にあります。同社のこの産業界における豊な経験と知識が、より幅広い包装製品群とサ
ービスの提供に大きな役割を果たしています。今回、Rosewood 社が TW グループに加わったこと
により、トライウォールは更にイギリス国内ではより地域顧客に密着したサービスの提供を可能し、
グローバル企業へのアプローチを強化できることに大きな期待を寄せています。これがトライウォ
ールの提唱する「Global Reach, Local Service」（グローバルリーチ、ローカルサービス）です。
TWEL の Gavin Peters 社長は次のように述べています。
「Rosewood 社及び同社社員の皆さんに、ト
ライウォールグループに加わって頂いたことを心から歓迎したいと思います。同社が持つ英国国内
での広範囲な事業サービス拠点と TWEL の製造、製品開発の能力を融合させることにより、これま
で以上に付加価値の高い製品群とサービスの提供を既存顧客、新規顧客を問わずより広範囲に取り
組んでいけることに大きな期待を寄せています。
」
また、Rosewood 社の Stephen Lord 社長は、
「わたしたちはトライウォールグループの一員になれた
ことを非常に嬉しく思っています。グループ機能が拡大したことによって、相互の顧客基盤により
付加価値の高い製品、サービスを推進していくことで、更なる事業成果を生み出していくことを期
待しています。」と、語っています。
ニュース提供：Gavin Peters from Tri-Wall Europe
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ﾄﾗｲｳｫｰﾙ ﾖｰﾛｯﾊﾟ (英国)：ガン協会の募金活動に参加
10 月 3 日、モンマス：トライウォールヨーロッパ（英国）
は、慈善団体 Macmillan Cancer Support が募金活動のため
に作ったケーキを購入し、募金活動の支援に参画しました。
同団体は、癌になった人々に専門的な保健医療、情報、財政支援を提供するイギリス最大の慈善団
体の 1 つです。おいしいケーキを食べながらの募金活動の支援です。また、べジロール（野菜を巻
いた食べ物）の長さを当てるゲームも行いました。正解の長さに最も近かったのは、生産計画兼出
荷管理担当リーダーの David Plague さんでした。正解は 49cm でした！
イベント終了後には、£116.15 の募金が集まりました！参加してくださった皆様に感謝します！

ニュース提供：Gail Jones from Tri-Wall Europe
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2018 November Public Holiday Calendars
2018
November
Sunday

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday
1

Friday
2

Saturday
3
Japan-Culture Day

4

5

6

7

8

9

10

16

17

Malaysia-Deepavali
Singapore -Deepavali
India-Diwali

11

12

13

14

15

20

21

22

United States-Veterans Day

18

19

23
Japan-Labor
Day

Malaysia-Prophet
Muhammad's Birthday
Indonesia-Maulidur Rasul
India-Eid e Milad

24
Thanksgiving

India-Guru Nanak Jayanti
United States-Thanksgiving

25

26

27

28

29

30

Vietnam-Foundation

The above office holidays are subject to change.

Tri-Wall Limited
19/F., Ka Wah Bank Centre
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Sheung Wan, Hong Kong
Tel: (852) 2866 8803
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Proof-reader: Matt Ryan & Keiko Tachibana

It's much better to do good in a way that no one knows anything about it.

- Anna Karenina by Leo Tolstoy

良い行いをする最善の方法は、誰も気が付かないに行うことです – トルストイ著「ｱﾝﾅ ｶﾚｰﾆﾅ」より
If you have any comments or suggestions, please feel free to contact us via email:
joan@tri-wall.com / cecilia@tri-wall.com.hk

