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トライウォールメタルは、2019 年 1 月 2 日に新たに設立されました。同社はトライウォールトルコの

51％子会社で、現段階では、主に自動車業界向けのスチールラックと金属製物置台の製造・販売に重点を

置いています。これにはワンウェイ ESR(使い捨てスチールラック)や、多機能な資材 （EVA, EPP, EPS, 

PU など）を揃えたリターンナブル・ラックも含まれます。 

 

工場は、4000 平方メートルの土地と、2500 平方メートルの工場建屋を有します。 ESR 事業の要件によ

り、工場の設備は至ってシンプルです。今は、12 基の溶接機、2 基の切断機、2 基のボール盤、隔離され

た塗装エリアが 1 箇所、組立エリアが 1 箇所含まれます。 従業員は 20 人の 2 交代制で、1 日に最大 30

～40 セットの ESR を生産することができます。生産量は、物置台の種類によって変動しますが、追加の

機械やオペレーターによって生産量をさらに増加させることができます。 この 1～2 ヶ月の間に、追加

設備投資として、2 台の溶接ロボットの導入が検討されており、リターンナブルの物置台製造に使われる

「Faro Arm」と呼ばれる測定装置の購入も考えられています。 

 

現在、トライウォールメタルの重要なお客さまである Ford Turkey 社のすべての OEM 及び仕入先はト

ライウォール メタルの潜在顧客となっており、ヨーロッパの自動車会社への輸出のポテンシャルも期待

できます。 

 

自動車業界では付加価値の高い製品や部品を保護するために、適切な梱包が不可欠です。1 つの驚くべき

事実は、世界中で産業用及び輸送用梱包の 40％以上を自動車産業が占めているということです。トライ

ウォールトルコは、段ボールと金属製の梱包サービスを提供できるようになったため、この市場におけ

る競争力をさらに強化できるでしょう。 

 

トライウォールグループの皆さまからのお問い合わせやデザインのリクエストをお待ちしております。

トライウォールメタルは喜んでお手伝いします。興味もしくは質問等ございましたら、

turkey.sales@tri-wall.eu までメールでお問い合わせください。 

 

次のページで写真をご覧いただけます。  

 

 トライウォールメタル： 

トライウォールグループに新たなメンバー 

 One-Easy パレットは世界段ボール大賞の

フィナーレに最優秀賞を受賞 

トライウォールメタル：トライウォールグループに新たなメンバー 

mailto:turkey.sales@tri-wall.eu
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ニュース提供：トライウォールトルコの Emrah Ozgen 氏より 

  

写真撮影: Ted Kitagawa 
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4 月 7 日、上海―3 月のオンライン投票に勝利した後、トライウォ

ールシンガポールは 4 月 7 日の夜に中国の上海で開催された世界

段ボール大賞 2019 の最終選考会および授賞式に招待され、 One-

Easy 2 Way 紙パレットは同選考会に出品されました。今回はトラ

イウォールシンガポールが最終会場投票にて最優秀賞を獲得しま

した！栄えある受賞をおめでとうございます！過去 2 ヶ月間の皆

様の惜しみないご支援に心から感謝申し上げます。One-Easy パレ

ットは、オンライン投票での受賞に続き、会場投票で最優秀賞を獲

得するダブル受賞の素晴らしい成功を成し遂げました。 

 

トライウォール Now 5 月号にこのイベントに関する特別記事掲載予定です。乞うご期待！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

One-Easy パレットは世界段ボール大賞のフィナーレに最優秀賞を受賞 
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3 月 12 日は、中国で毎年恒例の「植林の日（National 

Tree-Planting Day) 」です。何百万人ものあらゆる職

業階層の中国の人々がこの日に、苗木とシャベルとバ

ケツを手にして、故郷へ帰り植林活動を行います。 こ

の活動は、1915 年に 3 人の林業専門家によって始まり、

もともとは清明節（墓参りの日）の行事でした。 1928

年に孫文氏の三回忌を記念して、中華民国政府は「植林

の日」を 3 月 12 日に変更しました。中華人民共和国が

成立してから 30 年後の 1979 年、鄧小平氏の提案によ

り、第 5 期全国人民代表大会にて毎年 3 月 12 日が「植

林の日」と決定されました。 

 

2019 年 3 月 12 日、トライウォール東莞は、茶山鎮の政

府が主催する植林イベントに参加しました。トライウォ

ール東莞が植林イベントに参加するのは 7 回目です。

省エネルギー、環境保護、廃棄物や温室効果ガスの排出

量削減、資源の効率的な活用…これらの目標の達成は、

トライウォール全従業員の多くのミッションのうちの 1

つです。より良い環境のために私たちは環境保全を推進

し、支援していきます。経済的利益を追求する一方で、

私たちが担っている社会的責任を忘れてはなりません。 

 

 

 

 

 

ニュース提供：トライウォール東莞の田明星氏より 

  

 トライウォール中国： 

2019 年、植林活動を実施 

トライウォール中国：2019 年、植林活動を実施 
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 2 月 26 日と 27 日に社内営業研修が行われ、Shuhairi 氏（現トラ

イウォールマレーシアの社長）は講師として招請されました。同氏

は２８年前、トライウォールが東南アジアで事業を拡大していた頃

から当社グループの事業に貢献してきた数少ない功労者の 1 人で

す。Shuhairi 氏は、製函機械の設置のみならず、生産、デザイン、

技術に関するノウハウ、さらにセールスおよびマーケティングにお

いても、膨大な知識と豊富な経験を持ち合わせいます。2 日間だけ

の研修では、その豊かで貴重な知見を吸収するに足りませんでし

た。Shuhairi 氏から次のようなアドバイスをいただきました。「ト

ライウォール営業への近道はありません。それは常に努力としつけ

が要求されます！好奇心をもち、鋭い観察力を養い、勤勉になりな

さい！ 怠けてはいけません。あなたは時には成功するが、時には失

敗から学ばなければなりません。」    

 

私たちの計画を実行します−2019 年の目標売上！ 

私たちの 5R：トライウォール営業の基本について再研修（Retrain）、

リフレッシュ（Refresh）、更新（Renew）、回復（Rejuvenate）、そし

て再考（Recalibrating）します。    

私たちはこの研修に真剣に取り組んでおり、最終日にはテストが行われました。テストの目玉は、スケッ

チ能力です（満点 5 点）。 

 トライウォールシンガポール：社内営業研修を実施 

 お客様との素敵な集い 

 シンガポールデザインウィークにトライウォール作

品を展示 

 トライウォール段ボールを使用したクリエイティブ

な作品 

 トライウォールシンガポール：社内営業研修を実施 

参加者全員に参加証明書を発行しまし

た。 これも J-SOX の基準によるもの

であり、スタッフのための研修と向上

を図るためです。 

Best sketch: 

5 点中 4.6 点 

Fyona さんが 3 点（満点 5 点）

取りました。よく挑戦してくれ

ました。 彼女は 2017 年 6 月 16

日に一般事務として入社し、現

在は、カスタマーサービスチー

ムの一員です。 

Good sketch: 

5 点中 4 点  
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お客様との素敵な集い 

箱の中には何が入っ

ているでしょう？ 

私たちの GURU*である Shuhairi

氏に感謝の気持ちを込めてブリー

フ・ケースを作りました。同氏か

ら学んだことを実践しベストを尽

くします！ 

 

尊敬＆感謝！ 

 

私たちは次のレベルに進む準備ができていま!

す！ 

*Guru とは特定の知識

を多く知り、他の人に助

言を与える人のことを

指します。 

シンガポールのトップ 5 に入

るお客様、Greenpac（S）Pte Ltd

の CEO Susan Chong 氏（写真

左）。彼女と鈴木会長が最後に

会ってから 15 年以上が経ちま

した。 

2002 年に 3 万ドルのマイクロ・融資で事業を立ち上げた 1 人の

女性、Chong 氏は現在 50 人以上のスタッフを雇っており、複合

年間成長率が前年比 20％を記録しています。また、同氏がパッケ

ージングにおけるイノベーションと品質にこだわり、それによっ

て「ワールドスター・パッケージング賞」、「アジアスター賞」、「シ

ンガポール・パッケージングスター賞」などの賞を多く獲得して

います。 

 

2019 年 3 月 13 日に、私たちのチー

ムは、TW シンガポールのオフィス

で鈴木会長、橘氏と John Lymberis

氏にお会いできたことをとても嬉し

く思います。東南アジアでの訪問先

の 1 つとしてシンガポールに来てく

ださりありがとうございます。 私た

ちは大変光栄に思っています。 
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シンガポールデザインウィークにトライウォール作品を展示 

前進するデザイン 

あなたにとって「優れたデザイン」とはなんですか？デ

ザインによっては、私たちの生活、仕事、遊び方が向上

することに加えて、美しいものが作られることをご存

知ですか？ 

 

今年開催されるシンガポールデザインウィーク（SDW）

で、デザインがどのようにビジネスを変革し、コミュニ

ティに活力を与え、私たちの生活を刺激し、そして未来

を形作ることができるかをぜひ探ってみましょう。

SDW 運営による四つの対象グループ向けのイベント

の中から最高のプログラムを見つけてみてください。 

 

• 事業を変革する 

ビジネスリーダー、そしてデザイン、変革とイノベーショ

ンをリードする人たちへ 

この変化する経済情勢に常に注意を払い、変革のためのツ

ールとしてデザインを利用することを学びましょう。 

 

• コミュニティに活力を与える 

地域社会の支持者と意欲的な変革者へ 

あなたが見たいと思う変革をしてください：あなたの心に

火をつけ、そしてより良い世界を共同で創造するためにデ

ザインを使いましょう。 

 

• 私たちの毎日を刺激する 

クラフト愛好家、デザイン愛好家、そして家族の皆さまへ 

デザインや工芸がどのように喜びを呼び起こし、美しさを

表現し、日常生活を向上させるかを体験してください。 

 

• 私たちの未来を再考する 

デザイナー、学生、教育者の方へ 

デザインが限界を超え、明日の生活、学び方、働き方そし

て遊び方を作り変える可能性をプレビューしましょう。 

 

 
シングルウォールとバイウォール

の端材を使ってオンドリを制作 
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ニュース提供：トライウォールシンガポールの Pearly Ng 氏と Choo Chinghai 氏より 

  

トライウォール段ボールを使用したクリエイティブな作品 

シンガポール華僑中学創立１００周年記念 

1919 年 2 月 15 日 ～ 2019 年 2 月 15 日 

 

このイベントは、Tharman Shanmugaratnam 副首相とシンガポール華僑中学（Hwa Chong 

Institution）の Pang Choon How 校長によって開催されました。記念日には、Bartholomew 氏が

重量物用シングルウォール段ボールの資材を使用して虎と子トラを制作しました。 
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2019 年 3 月 8 日にトライウォールインドネ

シアで、健康と衛生に関するセミナーが開催

されました。Permata Keluarga 病院の内科医

である M. Irfan 医師が講演されました。セミ

ナーの主題は、デング熱を予防する方法でし

た。なぜなら、テング熱が最近インドネシア

で広がっており、流行する傾向があるからで

す。 

 

 

セミナーには、各部門のリーダーや管理職など、約 30 人参加しました。 TW インドネシアのゼネラル

マネジャーである Yusuf Romadhon 氏は開会の挨拶の中で、テング熱を避けるためにセミナーをうまく

活用するよう参加者に訴えました。健康問題は従業員個人のものだけではなく、家族にも影響します。

家族の人が病気になった場合、従業員が感染し病気になる危険性があります。したがって、家族全員が

健康と衛生に対する意識を高めることが重要です。 

 

質疑応答の間、講演の先生はデング熱に限らず従業員から多くの質問を受けまし

た。今回のようなセミナーは、トライウォールインドネシアでは初めて行われま

した。知識を従業員に提供するだけでなく、病気に対する予防措置を講じること

を促し、結果的に仕事と生産性を向上させることができます。さらに、従業員が

心配していた健康関連の問題について直接医師と対話する機会もたらされまし

た。 

 

将来的には、人事部が定期的にこのようなイベントを実施し、従業員の健康と福

祉に関する政府の規制を遵守していきます。トライウォールインドネシアの皆様

が健康を保ち、優れた生産性と進取の気性で前進していくことを願っています。 

 

 

 

 トライウォールインドネシア： 

健康と衛生セミナーを開催 

 鈴木会長がジャカルタを訪問 

 

トライウォールインドネシア：健康と衛生セミナーを開催 

GM の Yusuf Romadhon さんが開会挨拶 

M. Irfan 医師 
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2019 年 3 月 11 日と 12 日に、鈴木会長がトライウォー

ルインドネシアを訪問していただきました。大変光栄

に思います。橘氏と John Lymberis 氏の同行で、鈴木会

長は顧客訪問の傍らに TW インドネシアの皆様に会い

に来てくださいました。  

 

3 月 11 日の朝、鈴木会長は TW インドネシアのマネジ

メントチームとの午前会議に参加しました。会議中に、

新しく加わったマネジメントメンバーの Suwito さん

（人事部門）と Atin さん（品管部門）の 2 名が紹介されました。鈴木会長のご参加を機に、マネジメントチ

ームの全員がそれぞれ簡単な自己紹介に続いて、職務内容、挑戦と今後の計画とともに、会社の目標を達成す

るために努力すること、求められることについて発表しました。全員が発表を終えた後、鈴木会長がスピーチ

をしてくださり、トライウォールのグローバルな発展の可能性と今後の課題について話してくださいました。 

 

午前のセッション後、鈴木会長はスラバヤで私たちと事業展開

を推進できる見込みパートナーとミーティングを持ちました。

このパートナーはトヨタグループと合弁事業を創業したことも

あり、インドネシアでの製造業には長年の経験を持っています。

夕方には、鈴木会長はマネジメントチームと夕食をし、TW イン

ドネシアの今後の発展についてアドバイスしました。家族的な

雰囲気の中、マネジメントチームの何人かが前に出て、素晴らし

いショーを披露してくれました。 

 

 

鈴木会長は訪問 2 日目に、レンゴーグループの関係会

社である PT. Surya Rengo Container（SRC）の段ボー

ル工場を訪問し、ミーティングをしました。そしてワイ

パーなどの自動車部品を製造する見込み顧客との会議

にも参加してくれました。鈴木会長、ご訪問ありがとう

ございました。またお会いできる日を楽しみにしてい

ます！ 

 

 

ニュース提供：トライウォールインドネシアの Yusuf Romadhon 氏より 

鈴木会長がジャカルタを訪問 

ステージに立つ Harry さん 
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3 月 5 日（TWTH）、6 日（TWPK）、7 日（TWPT）に、トライウォール の CSR 方針に関する一連の研

修セッションとセミナーがトライウォール タイランドのそれぞれの 3 工場で実施されました。 このイ

ベントには、すべてのマネジメントメンバー、従業員、および下請け業者が参加しました。 セッション

の中でトレーナーは、参加者に向けて、CSR の重要性を理解できるように新しい方針について簡潔でわ

かりやすいプレゼンテーションで紹介しました。現在、トライウォール の CSR 方針は４つの方針で構

成されています。1)環境方針、2) 企業倫理方針、3) 持続可能な調達方針、4) 労使関係方針。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 トライウォールタイランド：CSR 方針に関する

研修を実施 

 TWPK：「グリーン産業レベル２ (グリーン活

動)」を獲得 

トライウォール タイランド：CSR 方針に関する研修を実施 
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つい先日、TWPK は工業省の工業事業局から「グリーン産業レベル２ (グリ

ーン活動)」を獲得しました（TWTH と TWPT はすでに獲得しています）。

工業省が概説している通り、経済成長と事業の繁栄は、社会的幸福と同様に

環境保護の潜在的可能性とも密接に関係しています。これらのプロジェクト

は積極的な保護策によって進められており、企業にもその責任の一端を担っ

ています。また最終的な目標は、事業活動をますます環境に優しくしていく

ことです。 

 

グリーン産業の基準には 5 つのレベルが含まれています： 

 

レベル 1 

グリーンコミットメント：組織は、環境への影響を軽減し、組織のさまざまなレベルの間で効果的にコミ

ュニケーションをとるための方針とコミットメントを持たなければなりません。 

 

レベル 2 

グリーンアクティビティ：組織は、レベル 1 の方針とコミットメントに基づいて、環境への影響を軽減す

るためのプログラムを確立し実施しなければなりません。 

 

レベル 3 

グリーンシステム：組織は、一般的に認知されている環境活動に対する賞や認証（継続的な改善をするた

めの監視、査定および評価を含む）のいずれかを取得しなければなりません。 

 

レベル 4 

グリーンカルチャー：組織は、組織文化の不可

欠な部分として、全員に環境及び社会的問題に

関する説明責任を果たさなければなりません。 

 

レベル 5 

グリーンネットワーク：組織は、サプライチェ

ーンの実体をグリーン産業のネットワークに

組み入れなければなりません。 

 

 

 

ニュース提供：トライウォールタイランドの Phutthaphong Kaewsawang 氏より

  

TWPK：「グリーン産業レベル２ (グリーン活動)」を獲得 
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2019 年 3 月 11 日は、トライウォールビナ

（ベトナム）にとって新たな出発の日であ

り、新しい工場建設の開始を祝うTWビナ

の歴史上でも重要な日になりました。 

 

新しい工場は、フンイェン省イェンマイ県

イェンマイ町のイェンマイ 2 工業団地（現

在の工場から約 13km）に位置しています。

このプロジェクトの投資額は約 240万米ド

ルです。竣工は 2019 年 8 月 15 日に予定さ

れ、開所式は 2019年 10月に開催予定です。  

 

TW ビナは、2011 年 11 月に設立されて以来ずっと成長し拡大し続けています。そして近い将来には、ハ

ノイ産業地域でさらなる大きな展開が期待されています。既存の賃貸工場（2,000 ㎡）ではスペースが不

足していたため、それ以上の事業拡大が制限されていました。新規投資による土地の需要が今後さらに増

大することを考慮すると、TW ビナはコストを抑えるために自社の施設を構築する必要がありました。 

 

購入予定地の総面積は 1 万㎡であり、そのうち 5,000 ㎡が事業用建物に使用されます（第 1 期）。プロジ

ェクトは設計コンサルタント会社（SEAS PROJECT CONSULTANTS CO., Ltd.）と施工業者（KANSAI., 

JSC）の協力により推進されます。  

 新工場の起工式を開催 

 香寺へ社員旅行 

新工場の起工式を開催 

3D の建物イメージ図 
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トライウォール ビナは、2019 年 3 月 23 日に従業員全員参加の香寺への社員旅行を実施しました。落ち

着いた雰囲気の中で、誰もがリラックスした時間を過ごしました。2019 年は TW ビナにとって実り豊か

で幸運に満ち溢れる年になることを願います。 

 

香寺（英語：Perfume Pagoda /ベトナム語：ChùaHương）は、石灰岩のフオンティックの山々に建てら

れた仏教寺院と廟を含む広大な宗教施設です。 宗教的な行事を行う場所としてベトナム各地から数多く

の巡礼者を引き寄せています。 フオン寺院の中心は、元ハタイ省（現在はハノイ）の MỹĐCommc地区

の Huong Son Commune にあります。 この宗教施設の中心にあるこの香寺はフオンティック洞窟にあ

り、Chua Trong（内寺）とも呼ばれていま。 この観光スポットは TW ビナの工場から約 80km 離れて

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニュース提供：トライウォールビナの L. Yen 氏、P. Nhung 氏、Samphan P 氏より 

  

香寺へ社員旅行 
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本社からの要求に応じて、マレーシアの 3 工場のすべての管理お

よび製造スタッフを対象とした一連の CSR 研修会が 3 月に首尾

よく行われました。 

 

参加者はコンサルタントからの説明に熱心に耳を傾け、全員が内

容を完全に理解できるように多くの質疑応答が行われました。研

修はグループで行われたので、スタッフ全員に浸透させることが

できました。その内容は非常に有用かつ有益であり、皆様から高

く評価されました。ご苦労様です!トライウォールマレーシア。 

 

3 月 15 日、私たちのオフィスに、鈴木会長、橘氏、John Lymberis

氏からなる VIP 訪問者を迎えました。この日はトライウォール

マレーシアにとって記念すべき一日でした。私たちはこのご来訪

を機に多くの知識を得られ、親交を深めることができました。VIP

チームはまた、Shah Alam にあるレンゴーパッケージングマレー

シア S/B 工場を訪問しました（下の集合写真を参照してくださ

い）。 

 

ニュース提供：トライウォールマレーシアの Lee Lee 氏より

  

 トライウォールマレーシアでの CSR 研修 

トライウォールマレーシアでの CSR 研修 

左から： 

 

大音氏 

安本氏 

鈴木会長 

大西氏 

橘氏 

Lymberis 氏 
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3 月 28 日、ファーンバラ― 展示会 「DPRTE（Defense Procurement Research, 

Technology & Exportability）」での一日は トライウォールにとって有意義

な時間となりました。同展示会は、イギリスを代表する防衛物資調達とサプ

ライチェーンのイベントです。防衛産業のバイヤーとサプライヤー双方に商

談の場と、学べる機会が提供されます。 DPRTE は、イギリス国防省、また

イギリスおよび世界有数の防衛・調達支援組織と正式に提携していおり、防衛

分野の購買コミュニティ全体でのスキル、知識、効率の向上のための専用プラットフォームを提供

しています。それに加えて、年間 200 億ポンド以上の価値を持つ市場において、サプライヤのため

に新規および既存のビジネスチャンスの開発の推進します。 

 

トライウォールは、70 年代に原型の MoD（国防省）梱包を作

製して以来、長い道のりを経ながら優れた実績により高い評

価を得ています。今年のイベントでは、多くの有望な訪問者

がトライウォールの展示ブースに立ち寄って頂き、モンマス

工場への訪問希望もたくさん承りました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニュース提供：トライウォールヨーロッパの Gail Jones 氏より

  

 展示会「DPRTE UK」にトライウォールが出展 

  

  

展示会「DPRTE UK」にトライウォールが出展 
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上記の祝日は変更されることがあります。 
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Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

1 2 3 4 5 6
Hong Kong-Ching Ming Festival

PRC-Qing Ming Festival

Thailand-Chakri Day Thailand-Chakri Day

Taiwan-Children's Day Taiwan-Qing Ming Festival

Indonesia-Isra Miraj

7 8 9 10 11 12 13

Thailand-Songkran Day

14 15 16 17 18 19 20
Hong Kong-Good Friday Hong Kong-The day following

Good Friday

UK-Good Friday

Singapore -Good Friday

Thailand-Songkran Festival Thailand-Songkran Festival Thailand-Songkran Festival Thailand-Songkran Festival

Indonesia-Good Friday

India-Mesadi India-Good Friday

Netherlands-Good Friday

Vietnam-King's

Commermoration Day

21 22 23 24 25 26 27
Hong Kong-Easter Monday

Netherlands-Easter Day Netherlands-EasterMonday Netherlands-King's Birthday

Turkey-National Sovereignty

and Children's Day

28 29 30

Japan-Shōwa Day

Vietnam-Liberation Day

2019

April

“Life is to be lived, not controlled; and humanity is won by continuing to play in face of certain defeat.” 

- Invisible Man by Ralph Ellison 

 

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

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

Japan - Coronation Day 

mailto:joan@tri-wall.com
mailto:cecilia@tri-wall.com.hk

