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3 月 7 日、香港 - レンゴーの経営陣の皆さまでこれから私たちの Tri-Wall の事業に深く関

わって頂く皆さまに、香港のトライウォールグループの本社であるトライウォールリミテッ

ドにお立ち寄り頂きました。ご訪問頂いた皆さまをここにご紹介します。 

 

石田 重親氏、レンゴー（株）代表取締役兼副社長執行役員 

川本 洋祐氏、レンゴー（株）取締役兼専務執行役員 

堀 博史氏、レンゴー（株）取締役兼常務執行役員、海外関連事業本部長 

西 美純氏、レンゴー（株）執行役員、パッケージング部門企画本部長兼企画部長  

(注：上記は 2019 年 4 月 1 日付の役職) 

 レンゴーの経営陣ご一行がトライウォールリ

ミテッドを訪問

 One-Easy 2-Way 紙パレットが 2019 年世界

段ボール大賞に挑戦 

レンゴーの経営陣ご一行がトライウォールリミテッドを訪問 

前方左側から: 

西 美純氏，川本 洋祐氏，鈴木会長，石田 重親氏，堀 博史氏 
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鈴木会長、橘 CAO が皆さまの訪問を暖かくお迎えし、トライウォールグループがレンゴー

グループの一員として成すべきことや、将来に向けての構想などについて、貴重な意見交換

の場を持って頂きました。 

 

私たちは皆さまに今回訪問頂きましたことを大変嬉しく思っております。また、皆さまには

私たちスタッフ一人一人と挨拶を交わして頂きました。2019 年にレンゴーグループが創業

110 周年を迎える中、トライウォールグループはレンゴーグループとより緊密に協力し、ゼ

ネラル・パッケージング・インダストリー（GPI）として世界一になるという目標の達成に

向けて邁進してまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

石田氏からの素敵な贈り物です 

 - 日本の香辛料セット！七味粉、 

ラー油、唐辛子など - 石田氏が自 

らデザインされたパッケージに、 

厳選されたオリジナル香辛料セッ 

トです。市販されていないユニー 

クな贈り物を頂きました。 

本当にありがとうございました！ 
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World Corrugated Awards（世界段ボール大賞）は、Reed Exhibitions と世界各国の段ボール

産業協会が共催する国際的なイベントです。このイベントは、本年度の世界の段ボール業界

の発展に大きく貢献したチームと個人を表彰するために、最も先駆的なデザインと、マーケ

ティング、管理および社会的責任の事例を選び出すために行われています。 

 

今年、トライウォールシンガポールの One-Easy 2-Way 紙パレットが設計イノベーション大

賞（Design Innovation Award）のコンペティションに参加しました。1 か月にわたる投票期

間を経て、私たちは合計で 20,974の票を勝ち取り、第 3 位にランクインしました。皆さん

の投票とサポートに感謝します。4 月には、上位三社のデザインが中国の上海で開催される

授賞式に招待されます。 

 

このような高い得票を得られたのも、皆さんのご支援の賜物です。投票してくださいました

皆さんに心より感謝申し上げます。  

One-Easy 2-Way 紙パレットが 2019 年世界段ボール大賞に挑戦 One-Easy 2-Way 紙パレットが 2019 年世界段ボール大賞に挑戦 
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 シンガポールでの春節のお祝い 

 2019 年好調なスタート - 新規注文あり！ 

 やりました - 皆さんの投票ありがとうございます！ 

 トライウォールがテレビに 

シンガポールでの春節のお祝い 

 

Tat Seng グループとの年事感謝ランチ。Tat 

Seng 社は、インドネシアのバタム島へのコ

ンテナ輸出をサポートしています。Tat Seng

社の製品ポートフォリオには一般段ボール

から重量物用段ボールまでありますが、私達

のタイの貼合工場からトライウォール重量

物用段ボールを購入しています。  

段ボール箱製造協会（CBMA）主催の春節デ

ィナーです。ネットワークに参加し、市場動

向の理解と、ほかの中小企業（私たちと提携

する可能性がある）との新たな出会いを得る

いい機会になりました。 

 

猪の年が皆さんに喜び、笑いそして前向きな

エネルギーに満ちた一年になるように！ 

 

トライウォールグループの新年のさらなる

繁栄を願っています！2019 年に何か良いこ

とが皆さんに起こるはずです - 信じて、受け

とめてください！ 
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TW One-Easy 2-Way 紙パレ

ットの 100 セットの注文を受

けました！2019 年の良いスタ

ートを切りました。 

 

革新的な製品が認められ、私た

ちにとって大変励みになって

います。実は、シンガポールエ

アロエンジンサービスプライベートリミテッド（SAESL）はプレミアムグレードを使用して

います。私たちは「イノベーションを通して価値を創造する」ことを証明しました - お客

様は私たちのイノベーションと地球の緑を保つ熱意に感謝しています。お客様は、現在の倉

庫で使われているプラスチックパレットを、私達の One-Easy 2-Way 紙パレットに取り替え

る計画をしています。  
  

 

トライウォールリミテッ

ドの広報およびコミュニ

ケーション部門の Joan さ

んと Cecilia さんの支援を

得て、私たちは世界段ボ

ール大賞のデザインイノ

ベーション部門に TW One-Easy 2-Way 紙パレットを提出

することに成功しました。シンガポール チームはトライウ

ォール ・ グループを代表してこのコンペに参加することを

大変光栄に思います。 

 

 

 

ニュース提供：

  

2019 年好調なスタート - 新規注文あり！ 

やりました - 皆さんの投票ありがとうございます！ 

 

Suria チャンネルの番組

Reka（マレー語で「発明」

の意味）。テレビ番組のフ

ィナーレに、ティーザー

ビデオ広告で紹介されま

した。 

(写真提供：Bartholomew

さん) 
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2018 年はトライウォールベトナムにとって山あり谷ありの一年でしたが - 力を合わせて

努力した結果、多くの新規顧客から注文を獲得しました。私たちのサービスと製品の品質は

常に高く評価されていました。2019 年もより良いサービスと製品を提供してまいります。

トライウォールベトナムでは、まだ経験したことがない多くの変化が訪れると思いますが、

素晴らしい一年になると確信しています。私たちは暖かく楽しい雰囲気の中で、2018 年の

年末のパーティーを開きました。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

旧正月はベトナムの人々にとって、伝統的なテットとして知られています。一年頑張って働

いた後の、一家団欒を楽しむ時です。ベトナムの人々にとって、旧正月は一年の中で最も大

きなそして重要な祝日です。2019 年のテトは 2 月 2 日から 10 日まで続きました。正方形

のもち米ケーキ（バインチュン）や、ベトナムソーセージや、もち米や、ジャムなど、テト

のごちそうには特別な珍味がたくさんあります。これらの食べ物はベトナムの伝統と習慣を

反映し、とても興味深いです。  

 2019 年あけましておめでとうございます！ 

 ベトナムの伝統的なテト（新年）

 トライウォールベトナムのチームからの感想  

トライウォールベトナム - 2019 年あけましておめでとうございます！ 

 

新年に乾杯 

パーティー の時間です！ 

トライウォールベト

ナムの皆さんに向け

て メッセージを送る 

岡社長  
パーティーの出し物 

ベトナムの伝統的なテト（新年） 
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バインチュン（Bánhchưng）は、テトのお祝いに最も人気のあるケーキです。もち米、豚肉、

そして緑豆で作られています。米と緑豆は 1 日水に浸す必要があります。豚肉は通常、コ

ショウと塩で数時間漬けられます。バインチュン

（Bánhchưng）は 6〜8 時間茹でて作ります。今日で

は、農村地域にはまだ旧正月の前にバインチュンを

作るという伝統が残っています。しかし都市の人々

は作る時間がないため、店で調理されたものを買い

ます。 

 

先月、トライウォールベトナムの生産チームの Than さん、そしてメンテナンスチームの Tu

さんの 2 人が、タイで開催されたトレーニングセッションに参加しました。彼らのトレーニ

ングセッションに関する感想です。 

 

ニュース提供：

  

トライウォールベトナムのチームからの感想 

「このトレーニングは私たちにとって非常に有益でした。

私達は貼合工程だけではなく製函生産ラインを直接見るこ

とができました。特に生産ラインの自動プリンタやキャッ

プ罫線入れ機など（現在の TWVN にはないマシン）、生産

性を向上させる機械を見ることができました。 

 

この有益な知識を TWVN の皆さんに共有したいと思いま

す。これらは工場見学中の写真です。」 

Dang Quang Than (生産リーダー) より 
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1 月 26 日、ペラ州（Perak）：環

境保護に対する責任の一環とし

て、私たちの 2019 年は、Lumut

の Teluk Batik の “Cleaning the 

Beaches” というビーチ清掃活

動から始めました。トライウォ

ールグループの企業行動と責任

の憲章に書かれているように、

TW マレーシアはその CSR 目標

を達成するために次のレベルに

進みました。 

皆さん、大変良く頑張りました！私たちはトライウォールグループの一員であることを誇

りに思います！ 

1 月 26 日、ペラ州（Perak）：毎年

恒例のディナーと社員旅行で新年

の始まりを祝う素晴らしい夜でし

た。 

 

ディナーは社長の Shuhairi さんの

スピーチから始まりました。スピー

チの中で、Shuhairi さんは 2019 年

の厳しいチャレンジをクリアする

ための一層の努力を呼びかけました。また Shuhairi さんは 2018 年の全員の貢献に感謝し、

そして 2019 年の全員の幸運を祈りました。 

 

 トライウォールマレーシアの CSR 活動 

 トライウォールマレーシア 2018 の年末ディナー 

 5S 展開中! 

 

トライウォールマレーシアの CSR 活動 - ビーチの清掃を実施 

トライウォールマレーシア 2018 の年末ディナー 
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すべての従業員が食べ物とゲームを楽しみ、素敵な一夜

を過ごしました。TW マレーシアの従業員にとって、本

当に一年の労をねぎらう夜でした。 

 

あらゆるレベルにおいて優れた業績（長期勤務を含む）

を残した優秀な従業員たちを表彰するために、Shuhairi

さんが自ら賞を授与しました。  

 

その夜には 2 つの特別賞が設けられました。 - 男性と

女性の「ベストドレス賞」です。このため、夜には皆さ

んが最高のドレスを披露しました。 

 

お祝いはそれだけではなく、その翌日も楽し

い一日になりました。委員会によって準備さ

れたタリ―マッチや、綱引きや、チームビルデ

ィングゲームなどが行われました。 

 

本当にすべての従業員にとって記憶に残る一

日でした。これからもトライウォールに、この

ような記憶に残る、素晴らしい時間があることを願っています！ 

TW マレーシアは継続的な 5S 改善計画を展開し、より良く、

より安全な職場を作り出すために、変化を起こすことさらに

改善を行うことを決して厭いません。 

 

トライウォールリミテッドの山口さんと Liang さんの支援を

受けて、私たちの工場で多くの改善が行われました。2 人の

適切なアドバイスと支援に心から感謝します！ 

 

 

 

ニュース提供：

  

5S 展開中! 
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昨年 11 月にトライウォールオーストリアが主催した「Packing FF4Y」というイベントで、

ゲストプレゼンターの一人である Krenar Komoni 氏が物流業界での IoT（モノのインター

ネット）の応用に触れ、その例としてハイテク物流トレーサー（追跡装置）を紹介しました。

業界誌、セミナーやイベントなどの計画そしてオンラインニュースを提供する「Automotive 

Logistics」が最近、このトレーサーに関する記事を自社の Web サイトに掲載し、トライウ

ォールオーストリアがその中に取り上げられました。Automotive Logistics 誌は多数の自動

車メーカーの調達担当責任者を対象としているため、この記事はトライウォールに対する潜

在的な問い合わせを引き付ける良いきっかけとなるでしょう。 

 

ここでは、ブランド認知度の価値を分かち合うだけでなく、今日のテクノロジーの時代にお

けるある種のインスピレーションを感知していただくために、この記事の全編をトライウォ

ールの皆さんと共有したいと思います。  

 

部品追跡の次のステップとして IoT をどのように活用すべきか 

2019 年 2 月 | Agron Galimuna 氏と Krenar Komoni 氏 

 

今日の自動車にはより多くの新しい技術が取り入れられ、非常に洗

練された部品が組み込まれるようになってきた。そしてこれらの部

品の輸送はますます複雑かつ高価になっている。その結果、自動車

メーカー輸送のリスクはそれに比例して増加している。2 万ドル相

当の自動車用エンジンを詰めた海上コンテナは、出発地から目的地

までの移動に 6 週間あるいはそれ以上かか

る。さらにエンジンの期限内の到着と、損

傷がないことが最重要事項となっている。 

 

これまでに、自動車業界はサプライチェーン全体における部品の損

傷を軽減するために何をしてきただろうか。 

 

 トライウォールが記事に：  

「Automotive Logistics」による特別レポート 

 

トライウォールが記事に：「Automotive Logistics」による特別レポート 

Krenar Komoni 氏 

Tive 社の CEO、創設者 

 

Agron Galimuna 氏 

トライウォール 

オーストリア社長 
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Agron Galimuna 氏は現在トライウォールオーストリアパッケージングシステムの事業運営

に携わっているが、1990 年代にはミシガン州オーバーンヒルズにあるクライスラー社の資

材管理エンジニアとして勤務していた。同氏はクライスラー時代に、クライスラーチームの

一員として、自動車産業のための包装と輸送シナリオをシミュレートできるテストラボの設

立に参加した。このラボは「ビッグスリー」の共同プロジェクトであり、ゼネラルモーター

ズからもフォードからもチームが派遣されていた。彼らの共同研究の目的は、仮想的なサプ

ライチェーンの問題を特定し、梱包および出荷の間違いによる高額の損失を避けることであ

った。 

 

同ラボは精巧なシェイクテーブルから低温冷凍庫まで備え、自動車メーカー輸送の到着時の

製品の品質に影響しうる温度や、湿度、および機械的な揺れなどの現実の変数を再現するこ

とを可能にした。しかし、ラボとテストはどちらも非常にコストが高く、生成されたデータ

で起こりうる問題箇所の予測しかできなかった。リアルタイムのガイダンスの提供の実現に

は程遠かった。  

 

20 年以上経った今、自動車業界は資材取扱いにおいて革命を引き起こそうとしている。ト

ライウォールは、BMW、トヨタ、JLR などの自動車メーカーへの部品梱包および物流サー

ビスのプロバイダーとして、その革命の現場に立ち会っているのである。モノのインターネ

ット（IoT）、クラウド、モバイル GPS トラッキングなどの新技術が統合されてきた。その

ため自動車メーカーは部品を、その生産ラインから、物流の過程にわたって、最終組み立て

ポイントに至るまで、リアルタイムで監視・追跡することを実現している。 

 

自動車メーカーは、温度、湿度、揺れなどの変数をリアルタイムで確認できるため、潜在的

な弊害や事故などが発生したときにそれを察知し、すばやく修正することが可能である。輸

送業者およびそのロジスティクスパートナーは、コンテナ輸送中に温度、湿度、ならびに揺

れに関する詳細なデータを取得することもまた可能である。これらの情報を真因分析で処理

され、リアルタイムの問題の正確な時間と場所が特定できる。さらにこうした問題を将来的

に回避する機会が与えられる。 

 

物流業者の責任を明確に 

 

さらに、リアルタイムの異常分析により、輸送時に何らかの異常が発生したときの責任の所

在が完璧に明確される。コンテナが落とされて製品が損傷した場合、製品の所有者は事故が

起きた場所と責任者を正確に特定できる。 
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同様に、もしコンテナが塩分の多い空気の港に数週間置かれ、開梱時に製品に錆による損傷

が発見されれば、真因分析で記録されたデータが役に立つだろう。製造業者は、大まかな位

置データを使って、担当の輸送業者に賠償を請求できる。これらの異常を探知するツールを

用いることで、「私の部品はなぜ錆びているのか」ではなく、製造業者はかわりに「私のコ

ンテナはなぜ六週間も港に置かれていたのか」と尋ねることができる。 

 

そのほかに、同システムは、特定の時間枠にある特定の場所で、コンテナが乱暴な取扱を受

けたことを探知できる。または、安全なコースがあるにもかかわらず、積荷が悪天候の中で

故意に輸送されたことを証明できるかもしれない。 

 

これらのシステムは他の輸送モードにおける資材取り扱いの異常も検出できる。例えば、最

速ではあるが最も高価な交通手段でもある航空輸送は、残念ながら物理的に最も困難である

と言われている。しかし、IoT 追跡システムを使用すれば、これらの高コストの輸送におい

ても、対費用効果が見合うようになる。 

 

最近のオーストリアの自動車メーカーによる新しい IoT 製品追跡のテストで示されたよう

に、IoT モニタリング技術の真価を発揮するには、それを誰にとっても使いやすいものにし

なければならない。このテストでは、カーバッテリーにセンサーが取り付けられた。そして

フォークリフトがそのバッテリーを運搬し、起伏の多い地形を走った。バッテリーへの影響

をリアルタイムで監視した。IoT センサーは、衝撃が発生するたびにコンピューターに信号

をすばやく送信し、製造現場でのバッテリーの移動状況が簡単に追跡できた。 

 

IoT テクノロジは近い将来、このような使いやすく効果的なアプリケーションを通して、自

動車メーカーがサプライチェーン全体の自社製品の品質維持の方法に大きな影響を与える

だろう。 

 

オリジナルリンク: 

https://automotivelogistics.media/opinion/iot-next-step-tracking-automotive-components 
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 Tell me and I forget. Teach me and I remember. Involve me and I learn. - Xunzi (Chinese Confucian philosopher) 

聞かざるは之（これ）を聞くに若（し）かず、之を聞くは之を見るに若かず、之を見る 

は之を知るに若かず、之を知るは之を行うに若かず。-『荀子』・儒效より抜粋 

 

If you have any comments or suggestions, please feel free to contact us via email:  

joan@tri-wall.com / cecilia@tri-wall.com.hk 
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