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2019 年 4 月 12 日、大阪：レンゴーは創業 110 周年を迎えました。創業者の井上貞治郎氏が 1909

年に日本初の段ボールを製造して以来、レンゴーグループは社会に貢献し、時代のニーズに適

応した最高のパッケージングソリューションをお客様に提供するとともに、製品の価値を高め

てきました。トライウォールは 2016 年にレンゴーグループに加わり、レンゴーが追求する「ゼ

ネラルパッケージングインダストリー（GPI）」の一端を担うべき、事業に取り組んでいます。

GPI レンゴーは、より優れた持続可能な社会を実現するために、様々な業界の梱包ニーズに応

えるために革新し続けています。私たち、トライウォール・グループもレンゴーと共に更なる事

業の生成発展に務めてまいります。 

4 月 15 日〜18 日、成都：中国のフ

ァブリケーター、トライウォール成

都で、レンゴーとトライウォールの

安全管理チームが安全監査を実施

しました。監査では、この分野にお

いて経験と知識が豊かな白井氏（レ

ンゴー側の担当者）と山口氏（トラ

イウォールの工場管理顧問）が製造

工程の安全性を検証し、貴重な改善

アドバイスを提供してもらいまし

た。監査チームには、レンゴーの海

外事業グループの吉原氏、トライウォール中国の安全管理者 Bao Lixin 氏（包立新）とトライウ

ォールリミテッドのサポートメンバーも一緒に加わりました。工場監査に入る前、安全監査チ

ームとトライウォールリミテッドの内部監査責任者であるリンダ・ウォン氏等が、2019 年以降

 レンゴー：創業 110 周年を祝う 

 トライウォール成都： 

トライウォールグループ安全監査を実施 

 トライウォールシンガポールに特別インタビュー：

イノベーション−成功への未知の旅 

レンゴー：創業 110 周年を祝う 

トライウォール成都：トライウォールグループ安全監査を実施 

左から: リンダ・ウォン氏, 吉原氏, 何氏（総経理）, 王氏（工

場長）, 包立新氏, 梁亮氏, 山口氏, 白井氏 
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の安全監査計画にについて打ち合わせを行っています。 

 

トライウォールグループの 2019 年度安全監査の目標は次の通りです。 

 

1）トライウォールグループの作業の安全性を確保すること。 

2）環境保全に関する政府関係機関の規制を遵守すること。 

3）内部監査と統合し、将来は定期的に実施すること。 

 

2018 年、トライウォールグループはレンゴーからのサポートのもと、すべての貼合工場で一連

の安全監査活動を実施してきました。今後は、グループ各社が自ら作業安全性及び法規制の遵

守状況の監査を行うことを期待しています。 

 

今回のトライウォール成都での安全監査会議、安全監査実施に際して、多大な協力頂いたトラ

イウォール成都の責任者、何興明氏並びに関係各位に厚くお礼を申し上げます。 

4 月 7 日、TW シンガポールは「One-Easy 2-

Way Paper Pallet」で、中国の上海で開催され

た 2019 年ワールド段ボール大賞の最優秀賞を

受賞しました。勝利を収めた成功の裏にあるス

トーリーを伺うために、Tri-Wall Now の編集

チームは特別インタビューを行いました。 

 

Q: 上海はいかがでしたか? 

 

A: この世界的なプラットフォームで、そして

中国の他の強豪相手と競いながらも 1 位を勝ち取ることができて最高に気持ちいいです。公開

投票を経て上位 3 位に残り、この決勝の場に入れたのも、2019 年 2 月 11 日から 3 月 10 日まで

の投票期間中に毎日投票してくれた世界中のトライウォールの同僚、その家族、友人、サプライ

ヤー、そしてビジネスパートナーの皆様のサポートの賜物です。ここに感謝の意を表したいと

思います。 

 

4 月 7 日の授賞日には、各カテゴリーの表彰で敬意と賞賛を受け、その日の雰囲気は真剣かつ交

友的でした。受賞はシンガポールチームにとって夢が叶ったような出来事です。この賞は、私た

トライウォールシンガポールチームに特別インタビュー： 

イノベーション - 成功への未知の旅 
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ちチームの信念に対する評価の賜物と受

け止めています。その信念というのは、イ

ノベーションを通して心身を持続的に鍛

えることが、持続可能な社会的及び経済的

価値両方を発展させる方法です。 

 

「インダストリー4.0」という自動化時代

に突入しつつある段ボールパッケージン

グ事業は、常に改革、再発見、活性化、リ

フレッシュと見直しの検証を必要としています。 イノベーションは、成功への重要な要素の 1

つであり、トライウォールのミッションとビジョンの一部でもあります。 

 

Q: イノベーションは、何を、どのよう改善してきたかによって達成され、 失敗の繰り返しも

ただあったと思いますが、「One-Easy 2-Way Paper Pallet」の裏にあるストーリを教えてくだ

さい。この商品はどのように誕生したのでしょうか？ 

 

A: トライウォール の「One-Easy 2-Way Paper Pallet」は、2017 年 10 月にポーランドで毎年

開催されるイノベーションコンテストで発表しました。私たちのチームは紙パレットの伝統的

な製造工程の見直しに取り組みました。それは糊付けや釘打ちを排除するだけでなく、この考

案はより清潔でより安全な作業環境を作り出すこと。紙粉を最小限にし、組み立て工具と収納

スペースを減らし効率性を改善すること。社会的価値においては、環境にメリットをもたらす

こと。それは二酸化炭素排出量と廃棄物処理を減らし、労働力の効率を改善、そしてリサイクル

を促進することです。実際私たちはこれで、クリエイティブ賞を受賞しました。 

  

Q: TW シンガポールチームは常に創造と革新の最前線にいますが、常に革新的であり続けるた

めの秘訣は何ですか？ 

 

A: 「創造」というのは新しいものを考えだすことで、「革新」というのは新しいことを実践す

ることだと考えています。 しかし、私たちは創造の段階にとどまらず、市場に向けて挑戦する

ことを選びます。デジタルのサンプルカッターで試作品を作成し、それからテストラボに送り

検証します。この過程において、私たちは建設的な批判と前向きな励ましを受けました。 私た

ちはただ、継続的な改善を通して、いかなるチャンスの出現にも備え、そしてやってくるチャン

スを勝ち取らなければなりません。 

 

「私たちは最高なチームではないかもしれませんが、適切なチームであることは確かです。チ

ーム全員をとても誇りに思い、ありのままの皆さんを尊重しています。皆さんのコミットメン

完全に組み立てられたトライウォール の 

「One Easy 2-Way Pallet 」 

サイズ: 1100 X 1100 X 125 mm 
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ト、忠誠心、結束性、そして自立心が、すでに強いチームの基盤となっています。大きなチーム

は強くないかもしれませんが、強いチームは確実に大きくなります。率直に言って、リソースが

限られたおかげで私たちは安全地帯から踏み出すことができました。自己満足せず学ぶ意欲を

持ち続けている限り、創造と革新の可能性が常に存在します。自分のやっていることを大切に

し、自分が大切だと思うことをやり抜きましょう。自分の仕事に興味があるなら、自分でそれを

面白くするでしょう。自分の仕事が面白ければ、自ら興味を持ってうまくやるでしょう」。 

 

Q: 利益は、企業を運営する上で究極の目標の 1 つです。 あなたのチームはイノベーションを

どのようにして利益に変えますか？ 

 

A: 良いデザインは良いビジネスです。良いビジネスには利益があるはずです。この事業はシン

ガポールで始まりましたが、他の関連会社と共有していくことで利益が還元されることを期待

しています。皆さんがこの商品の社会的、経済的価値を見出してくれることを願っています。こ

の思いを共有できたら、トライウォールグループがこのイノベーションの価値を獲得したと考

え、私たちは「One-Easy 2 way Paper Pallet」を開発したことを誇りに思います。 

 

- 以上 - 

 

トライウォールシンガポールの受賞ビデオは、次のリンクからダウンロードできます。 

https://filesync.rhkcloud.com/f/34d146ed21a24478bf67/?dl=1 

 

[ニュース提供：トライウォールシンガポールの Pearly Ng 氏より]  

https://filesync.rhkcloud.com/f/34d146ed21a24478bf67/?dl=1


  トライウォール・社内報   内部新闻稿 

 

 

 

 

 

4 月 24 日、香港：トライウォール 中国

のチームが住友香港のオフィスで営業

プレゼンテーションを行いました。ト

ライウォールチャイナグループの副社

長である顾金さんが率いるチームは、

贺军氏（トライウォール無錫プラスチ

ック）、郭挺氏（トライウォール広州）、

张斌氏（トライウォール上海）、张婷婷

氏（Starway 社）、陈殊奇氏（トライウ

ォール上海テクノロジー）です。この会

議には、住友香港および住友広州の会

長ならびに他の関連団体が参加しまし

た。 

トライウォールグループの簡単な紹介に加えて、ト

ライウォールのプラスチック製品、Starway 社の E-

Star Pak、人造石を加工した（MBS）プラダン製品の

可能性、そしてトライウォール広州のパッケージン

グサービスについても詳しく説明しました。 現在、

住友商事は中国広東省に 24カ所で事業を展開してお

り、その事業は金属製品、輸送および建設システム、

インフラ事業、さらに化学および電子機器も含まれ

ます。このプレゼンテーションを通して、トライウォールと住友商事が中国南部においてさら

なる密接な協力関係を結ぶことが期待されています。 

 

4 月 25 日、住友広州の招待により、贺军氏、张斌氏、郭挺氏が、広州にある住友の施設を訪問

し、相互の事業を関連づけることで、新たな事業創出の可能性について議論を深めました。 

 

ニュース提供：トライウォール中国の顾金氏より  

 トライウォール中国： 

住友商事に販売プレゼンテーションを実施 

トライウォール 中国：住友商事に販売プレゼンテーションを実施 
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４月１６日、株式会社ＩＨＩエアロスペ

ース社が開催した 2019 年度調達情報交

換会にて、群馬サービスセンターが 2018

年度のサプライヤ表彰を頂きました。 

 

IHI エアロスペース社のサプライヤ約４

００社の中から、今回は４社が楯を、５

社が賞状を贈られました。当社は４００社中４社の表彰に選考されております。 

 

また、部品メーカーではなく包装資材会社として初めて表彰されました。表彰理由をお伺いし

たところ主に 3 点あり、 

 

①柔軟な納期対応 

②納品物に間違いがない（品質が安定している）こと 

③急な発注などに対する早急な納期対応です。 

 

このような栄誉をいただけたのも皆さんの日ごろの努力のおかげです。今後もさらなる顧客貢

献を目指して頂けることを願っています。 

2019 年 3 月 30 日、ファブリケーターの株式会社タカムラ産業様主催の

懇親ソフトボール大会が開催されました。 

 

トライウォールジャパンも毎年参加しており、昨年は惜しくも準決勝で

敗れてしまいましたので、今年こそ優勝をめざし皆さん奮闘されました。 

当日の空模様は残念ながら快晴とはいかず、生憎の雨予報でしたが、今

年は宮﨑社長の参戦によりトライウォールはとても強くなり順調に勝ち

進みました。 

 トライウォールジャパンがサプライヤ表彰さ

れました 

 タカムラ産業 ソフトボール大会 

トライウォールジャパンがサプライヤ表彰されました 

タカムラ産業 ソフトボール大会 
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しかし、決勝前に雨が降ってきてしまい、タカムラ産業様の工場内でトライウォール製卓球台

による卓球にて勝負を決めることとなりました。 

 

結果はトライウォールジャパンの優勝となり、トライウォール製の楯で表彰されました。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニュース提供：トライウォールジャパンの Nagisa Maeda 氏より  

 

こちらの卓球台は全て

トライウォールででき

ています！楯もトライ

ウォール製です！ 

 

↑左から 

 

株式会社タカムラ産

業代表取締役  

髙村明彦氏  

 

トライウォールジャ

パン㈱ 宮﨑社長 

 

株式会社タカムラ産

業専務取締役  

髙村修平氏 
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 東遊記：トライウォールシンガポール、

2019 年 WCA に 

 トライウォール段ボールでクリエイティブ

な作品を作製 

東遊記：トライウォールシンガポール、2019 年 WCA に 

私たちは進歩してきました！- 2017 年の特別賞から最優秀賞へ。

私たちは歴史を作りました！- 世界段ボール大賞で最優秀賞受

賞。トライウォールは段ボールパッケージング業界に革新をもた

らしました！ 

2017 年「トライウォール イノベーションコンテスト」 

特別賞 

2019 年「世界段ボール大賞」 

最優秀賞 

 2019 年 4 月 7 日、WCA のデザイン・イノベー

ション大賞の決勝進出を果たした上位３社がの

一堂に集まりました。最終審査は、パッケージン

グ業界の審査員団によって行われました。 

 

トライウォール中国研究開発センターの Viki 氏

と Xia Liang Liang 氏のサポートを得て、観客を

驚かせるような展示用のサンプルを準備しまし

た。その日の昼にはもう投票です。 

 

会場の雰囲気はとてもエキサイティングでし

た。私たちはほかのデザイナーや専門家から多

くのことを学びました。彼らの創造性と環境保

全への関心の高さに敬服です。 

トライウォール - 私たちはナンバーワンです！ 
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トライウォール中国の工場視察 

トライウォールシンガポールとトライウォールイ

ンドネシア両社の研修旅行 

 

私たちは、トライウォール上海貿易の Zha Min 氏

の 協 力 を 得 て 、 常 州 市 の Far East Plastic 

Technologies 社と Tri-Wall Plastic Wuxi Huili 社に

訪問しました。Mabel Hung 氏、Jenny Wang 氏、 

Chao 氏、Wu 氏の皆さんが上海から常州市、無錫

市まで案内して下さいました。 

 

皆さんにはたいへん親切に対応頂き、有意義な訪

問が出来たことを感謝しています。製造工程から

製品知識まで、プラスチック製品を拡販していく

上での大きな自信となりました。 

 

Tri-Wall Plastic Wuxi Huili 社を訪問 

Wuxi Plastic 社の副総経理王美红氏より素晴らしい

プレゼンテーションを受けました。 

トライウォール段ボールでクリエイティブな作品を作製 

Bethel AOG 教会は、

イースターを祝うた

め洞窟を作りました。

イエス・キリストの復

活を記念する日です。 シングルウォールとトライウォール

資材の組み合わせ 
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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

Mendaki祭り  

@Punggol Town 

Square 

幼稚園マーケットは、ガーデンズ・バイ・ザ・ベイで開催される「Eco 

Kampung Carnival 2019 」に向けて準備万端です。様々なワークショッ

プが開かれ、幼稚園児に向けて模擬学習が提供されます。また、4 月 26

日に Desmond Lee 大臣による「Start Small Dream Big 2019」の開会式

が行われました。詳細はこちらでご覧ください。 

https://www.facebook.com/capital958/videos/313726549306713/ 

開 会 式 で

Desmond 

Lee 大臣が

出席してく

ださったこ

とを光栄に

思います。 

 

顧客コンセプトから実物まで 

 

https://www.facebook.com/capital958/videos/313726549306713/
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3 月 28 日、ジャワバラッド州：トライウォールインドネシアは、全従業員に対して初めての健

康診断を実施しました。これは、従業員の健康を病気から保護するための検査で、社内の感染予

防措置の参考にもなります。検査項目には身長、血液、胸部、聴力検査および肺活量測定が含ま

れます。 

 

組合によれば、従業員の皆さんは会社の健康への配慮が感じられ、モチベーションが高まった

そうです。健康が保証されれば、従業員は会社の目標達成のために全力を尽くして仕事に専念

できます。 

 

すべての管理者と従業員を含む約 168 人は、順番を守り健康診断をスムーズに受けました。従

業員の健康と福祉は、事業の成長基盤となるだけでなく、家族や雇用主にとっての最大の関心

事でもあります。将来的には、全従業員に対して年 1 回の健康診断を提供する予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 トライウォールインドネシア:  

従業員の健康診断を実施 

  

トライウォールインドネシア: 従業員の健康診断を実施 
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4 月 27 日、バンコク：トライウォールタイの社長の Sumate 

Tannumsaeng 氏がチョンブリ県の労働保護及び福祉部のディ

レクターから安全、健康、環境管理のゴールドレベル賞を受賞

しました。この賞は、労働保護及び福祉部の労働安全衛生セン

ターによって設置され、250 以上の工場の環境保護における達

成状況を評価するものです。  

 

トライウォールタイは、従業員の安全と健康の保護が企業の基

本的な責務であり、ビジネスの継続的な成功には従業員への保

護が欠かさないと考えています。したがって、会社は従業員お

よび請負業者に安全な業務遂行、関連法令の順守を徹底させる

ため、以下の方針を設定しました。 

 

1. 全従業員の積極的な参加を通して、事故、けが、職業病の防止に努めます。私たちは活動の

安全上のリスクを特定し、排除または管理するために継続的な努力を行っています。 

 

2. 適用されるすべての法律および規制を厳守します。強制力を持つ法規制が存在しない場合、

信頼できる基準を独自に適用します。 

 

3. 私たちは、作業の道具、設備、規則、訓練、制御ツール

の適切な設計を提供し、作業者、地域コミュニティを、機

械、作業工程および職業病の危険から守ります。 

 

4. 体内から違法薬物、もしくは身体機能を低下させる可能

性がある一定水準を超えたアルコールまたはその他の化学

物質が検出された従業員は、懲戒処分の対象となります。 

 

 

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

 トライウォールタイが地方自治体から賞を受ける 

トライウォールタイが地方自治体から賞を受ける 
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4 月 22 日〜24 日、マレーシア：TWSA 第 1 回

四半期レビューがトライウォールマレーシア

で開催されました。会議は、TWSEA グループ

責任者の Sumate 氏が主催しました。会議に

は、橘氏、 John Lymberis 氏 , Shuhairi 氏 , 

Prasert 氏 , Songplon 氏 , Pearly 氏、Yusuf 

Romadhon 氏, 岡契也氏と Samphan 氏が参加

しました。 

 

 

トライウォールマレーシアで約 26年間勤め

た Puan Rosni Bt Ramli 氏は定年退職するこ

とになりました。彼女は、1993 年 7 月 27 日

に入社し、アセンブリ部門で退職するまで、

様々な部門で責任を果たしてきました。 

 

左の写真のように、同氏のために小さな送

別会が開かれました。写真に写っている社

長の Shuhairi 氏が同氏に、長年の奉仕に対

する感謝の気持ちを込めた花束を贈りました。トライウォールマレーシアのマネジメントとス

タッフたちは、彼女が幸せ退職生活を送ることを願っています。 

 

 

 

ニュース提供：トライウォールマレーシアの Lily 氏より  

 TWSEA 四半期レビュー 

 Puan Rosni Bt Ramli 氏退職 

TWSEA 四半期レビュー 

Puan Rosni Bt Ramli 氏退職 
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今般、TW ミシガンが Magna のニュースレターに掲載され、パッケージングに関する記事に取

り上げられました。その内容について簡単に紹介します。 

 

箱から出す 

 

自動車業界では、パッケージングソリューションは複雑な自動車製造工程にお

いて商品を保護する最高のパッケージを提供する必要があります。小さな機械

部品から、ホワイトボディの部品、エンジン全体やパワートレイン部品に至るまでさまざまな

部品があります。 TW ミシガンは、費用対効果の高い梱包の実現に挑戦しています。 

 

ティア‐ワンサプライヤーや OEM が求めるパッケージ

ングのニーズに対して、使い捨て梱包（強化段ボール仕

様の One-way 輸送）は優れた実行可能な選択肢であり、

費用対効果の高いソリューションです。その適用範囲と

して、少量、中量の生産ロット、輸出用梱包、決済手続き、

バックパッケージング、緊急注文等への適応が考えられ

ます。次にいくつかの重要なポイントを紹介します。 

 

導入スピード 

重量物用段ボール仕様の使い捨て梱包は、箱とサプライチェーンの複雑さにもよりますが、導

入が非常に早くできます。 フルサービスを提供するプロバイダは、2〜4 週間以内に箱の設計、

試作、テスト、及び製作までを行うことができます。 

 

立ち上げ費用 

使い捨て梱包は、とくに形態やサイズが一つ一つ異なる箱の導入に際し

ては、リターナブルのスチールラックおよび他の形態の梱包と比べて、

初期費用が低くすみます。重量物段ボール箱のコストは、木箱また ESR

（使い捨てスチールラック）より 35％低く、スチールラックよりは約

60％も低減できます。 

 TW ミシガン：Magna のニュースレターに掲載 

TW ミシガン：Magna のニュースレターに掲載 
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一部のサプライチェーンでは、使用後の強化段

ボール仕様の One-Way 箱（使い捨て箱）を畳ん

で返却・再利用することで、コストをさらに削減で

きます。 

 

さらに、製品とサプライチェーンのニーズに合わせて、製品を保護するための最適な梱包仕様

（CKD、MKD、SKD やフリーフロー）も提供しています。 

 

資材の取り扱い 

強化段ボールの One-way 梱包仕様（使い捨て梱

包）は、とくにホワイトボディの部品やトリム部

品に適しています。それは、デザインによっては、

一つの箱に入る部品の数を増やせます。また現生

産ラインのサイドスペースに合わせて設計する

ことが可能なため、梱包および組立作業員に分かりやすく見せることができます。 

 

物流 

強化段ボールの One-Way 梱包仕様（使い捨て

梱包）の導入によって、輸送用コンテナの積載

効率を最大限に高め、より多くの部品を輸送

できます。 

 

強化段ボールの One-way 梱包仕様（使い捨て梱包）は、お客様のサプライチェーンにおいて一

時的な解決策に対応するばかりではなく、恒久的なソリューションにも対応できます！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニュース提供：TW ミシガンの Samuel Crumpton 氏より
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上記の祝日は変更されることがあります。 

                                                 

   

 

 

 

 

Our mind is enriched by what we receive, our heart by what we give. - Victor Hugo 

わたしたちの心は、受けるものよって豊かになり、与えることで豊かになる。 

——ヴィクトル・ユゴー 

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

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

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

1 2 3 4
Hong Kong-Labour Day

Japan-Constitution Memorial Japan-Greenery Day

PRC-Labour Day PRC-Labour Day PRC-Labour Day PRC-Labour Day

Malaysia-Labour Day

Singapore -Labour Day

Thailand-Labour Day

Indonesia-Labour Day

Netherlands-Remembrance

Day

Turkey-Labour Day

Vietnam-Labor Day

5 6 7 8 9 10 11
Japan-Children's Day Japan-Substitute Holiday

UK-May Day

Korea-Childrens Day

Netherlands-Liberation Day

12 13 14 15 16 17 18
Hong Kong-The day following

the Birthday of the Buddha

Korea-Buddhas Birthday

19 20 21 22 23 24 25
Malaysia-Wesak Day Malaysia-Wesak Day Holiday Malaysia-Nuzul Al-Quran

Singapore -Vesak Day Singapore -Vesak Day

Holiday

Indonesia-Waisak Day

Turkey-Commemration of

Ataturk, Youth and Sports

Day

26 27 28 29 30 31
UK-Spring Bank Holiday

Indonesia-Ascension Day

Netherlands-Ascension Day

United States-Memorial Day

2019

May
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