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ヴェネツィア・ビエンナーレは 1895 年に創立され、今では世界で最も著名な芸術の祭典の

ひとつです。第 58 回ヴェネツィア・ビエンナーレ国際美術展は、「May You Live in Interesting 

Times（数奇な時代を生きられますように」というテーマで 5 月 11 日から 11 月 24 日まで

開催されます。 

 

今年の美術展のプレイベントとして、トライウォールリミテッドが後援する日本の能楽が、

5 月 7 日にベネチアで最も古く現存するゴルドーニ劇場で海外デビューを果たしました。奥

秀太郎監督は 3D 効果を生かし、能作品の「葵上」と「船弁慶」の２演目を上演し、日本の

中世に遡る著名な作品を披露しました。 

 

「能」は、日中間の「技能」または「才能」という言葉から由来したもので、14 世紀から演

じ継がれてきた日本の伝統芸能です。 能は、主に伝統的な文学作品に基づいており、人間

に変化した超自然力的な存在が主人公として物語を語っていきます。 能は、仮面、衣装、

舞い、小道具などを巧みに組み合わせた芸能で、高度な訓練を受けた俳優と演奏者を必要と

します。感情は主に様式化した伝統的なジェスチャーによって表現されます。象徴的な能面

は、幽霊、女性、子供、そして老人などの役柄を演じる時に用いられます。 

 

公演中、特別なスクリーンを使用し多次元舞台を演出しました。画像の流れが役者の舞いや

闘う動きと同期し、特別な 3D メガネをかけている観客にこれまでになかった視覚とダイナ

ミックな印象を与えました。 

 

奥氏の 3D 能楽ショーは 2016 年にシンガポールでデビューし、かつてパリのベルサイユの

オペラロイヤルのステージでも上演しました。 

 

 

 トライウォールリミテッド： 

ヴェネツィア・ビエンナーレで能楽を後 

 Tri-Wall COLAB の事務所移転のお知らせ 

Tri-Wall COLAB の事務所移転のお

知らせ 

 

トライウォールリミテッド：ヴェネツィア・ビエンナーレで能楽を後援 
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トライウォール

のロゴ 

Tri-Wall COLAB の事務所移転のお知らせ 

この度、弊社は下記に移転することになりましたので謹んでご案内申し上げます： 

Room W5019 ~ 5026, 5/F, ATL Logistics Centre A, Berth 3 Kwai Chung Container 

Terminal, N.T., Hong Kong 

Email: colab@tri-wall.com 

(つきましては、旧電話番号を廃止いたします。)  

今後とも、ご愛顧を賜りますようよろしくお願いいたします。 

 

新事務所の建物 窓からの眺め 建物の入り口 



  トライウォール・社内報   内部新闻稿 

 

 

 

 

 

５月 16 日、遂寧市 - 中国西部国際自動車産業園での重量物梱包プロジェクトの工場建設は、中国南

西部の四川省にある遂寧経済開発区で正式に開始されました。 鈴木雄二氏（トライウォールグルー

プ会長）および周垂桓氏（トライウォール中国グループ会長兼 TWL・COO）が起工式に出席しま

した。この新施設は、中国・西部地区における自動車部品などの重量物用の最先端の梱包資材の生

産、製品供給の拠点となります。 

 

同プロジェクトの工場建設は今年 12 月に完成し稼働する予定です。完成後は、主に重量物用の強化

ダンボールおよび関連製品を供給します。さらに、トライウォール中国の中国西部における戦略計

画の重要な要素である同プロジェクトは、トライウォール中国グループが「一帯一路」政策の恩恵

を受けながら、ヨーロッパ市場向けビジネスを開拓する基盤として機能します。 

 

中国西南部国際自動車産業園は、中国南西部の物流拠点、製造拠点および経済主体として位置付け

られており、全国的に自動車の梱包、機器、部品および物流事業を提供しています。トライウォール

中国グループは自動車部品梱包業界のトップ企業として、産業園および近隣地域の自動車関連企業

にハイ・スキル、ハイ・レベルの製品とサービスを提供します。トライウォールはその比類のない専

門知識と影響力をもって、最先端の重量物梱包資材製造、サプライチェーンと物流の最適化におけ

る競争力をさらに強化していくでしょう。 

  

 中国西部国際自動車産業園でトライウォール

重量物梱包プロジェクトの工場建設開始 

中国西部国際自動車産業園でトライウォール 

重量物梱包プロジェクトが建設開始 
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 新素材が新たな価値を生み出す 

 トライウォールシンガポール：営業とマーケテ

ィング研修 

 トライウォール段ボールで芸術作品を制作 

新素材が新たな価値を生み出す 

 
「ワン・イージーペーパーパレット」を覚えていますか？ 

 

新たな素材の探求に終わりはありません！ 私達の製品に価値を付加する

素材を常に探しています。最近は、ＥＰＤＭ（ethylene propylene diene 

monomer）として知られる素材を発見しました。 

 

私たちのペーパーパレットはこの素材によってコーティングされた後、冷

蔵や食品分野においてプラスチックパレットと競合することができます。 

トライウォールシンガポール：営業とマーケティング研修を実施 

 
グループディスカッシ

ョン 

マインド・マッピング 工夫された実践課題 営業とマーケティン

グ部門に向けた 2 日

間の学習開発プログ

ラム： 

キアス*に、 

クリエイティブに、 

有効に、 

問題を解決するよう

に 

 
＊キアス: ビン南語で “負けることを恥じとする”意味意味合い。 
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研修セッションに含まれたトピック： 

 

✓ 何を学んだか? 

✓ 「創造力」についての定義と説明 

✓ 活発でクリエイティブな人の特徴 

✓ 創造力監査 

✓ 思考のタイプ– 右脳と左脳 

✓ トータルシンキング 

✓ 自己肯定訓練 (個人) 

✓ 創造力の訓練 (グループ) 

✓ マインド・ポンピング 

✓ アイデアのノルマを設定する 

✓ ルーティンを破る 

✓ 問題点のジャーナル、アイデアのバン

クを作成する 

✓ 創造的思考に近づく４つのステップ 

✓ 組織の創造力を左右する要素 

✓ マネージャーや管理者が職場における

創造力にどのように影響を与えるか 

✓ クリエイティブに問題解決のツール―

デザイン思考 

✓ 問題評価, アイデアの創出と実現 

✓ 個人の創造力を促進する 

✓ どのように障害を乗り超えて創造力を

得るか 

✓ クリエイティブなファシリテーターに

なるための挑戦 

トライウォール段ボールで芸術作品を制作 

 
ベイエリアメイカーフェアは、2006 年に創立さ

れ、2 万人以上の来場者数を誇ります。同フェア

がサンマテオ郡イベントセンターで金曜日から日

曜日まで開催されます。 世界中の 44 カ国で年間

200 のメイカーフェアが開催されています。ベイ

エリアとニューヨークのイベントだけが、サンフ

ランシスコを拠点とするメイカーメディア社によ

って行われています。 Dougherty 氏によると、他

のイベントはライセンスで認可されています。 

イベントは、「一部はサイエンスフェア、一部

はカントリーフェア、そして一部はまったく

新しいもののフェアである」と運営会社は説

明しています。また、多くのホビースト、ティ

ンカラー、エンジニア、そしてそのほか DIY

が好きな人々が結集しました。 ベイエリアメ

イカーフェアは、2014 年と 2015 年に最大の

来場者数とスポンサー収入を得ており、その

時は 10 万人以上の人々を集めました。 
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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

  

イベント：5 月 1 日のイスタナオープンハウス  

テーマ：本を読む – そう！それはタイタンから戻ってくる宇宙旅行です！ 

 

これは、子供たちが段ボールの宇宙船内にあるパズルを解くシンプルなゲ

ームでした。 子供たちは彼らの想像力を解放し、宇宙船で創造しながら描

くことができます。 

 

宇宙船デザイナー: Bartholomew 
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5 月 17 日, 大阪 - トライウォールインドネシアのメンバーは、インドネシアのトヨタグループとの

合弁会社を持つビジネスパートナー（候補）のメンバーとともに、大阪にあるトライウォールのフ

ァブリケ―タ―を訪問しました。トライウォールリミテッドとトライウォールジャパンがこの訪問

をサポートしてくれました。パック・ミズタニ（株）、マルチパック、TW ジャパンの近畿サービス

センターの 3 工場を訪問しました。 

 

この訪問の主な目的は、ビジネスパートナー（候補）にトライウォールのファブリケ―タ―に関す

る全般的な知識を提供することです。これらの事業所を訪問し、ファブリケ―タ―の担当者と面談

することにより、ビジネスパートナー（候補）はトライウォールのファブリケーター事業について

より理解を深めたばかりではなく、インドネシアにおいて今後の事業や提携に関するアイデアも得

ました。トライウォールインドネシアのメンバーにとっても、日本のファブリケ―タ―の運営、製

造、ビジネスモデルを学ぶ良い機会でした。 

 

今回の訪問では、パック・ミズタニ（株）の水谷博和社長、マルチパックの鎌倉忠会長自らが視察訪

問に懇切丁寧に対応して下さいました。両社訪問した時の集合写真です。（下記参照）。 

  

 

 

ニュース提供：トライウォールインドネシアの 氏より

 

 日本のファブリケーターを視察訪問 

 各部門長との定期朝礼を開始 

 CSR 活動: 近隣の地域コミュニティへの慈善活動 

日本のファブリケーターを視察訪問 

パック・ミズタニ（株）のメンバーと。 マルチパックのメンバーと。 
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毎月の第 2週と第 4週の水曜日に開催されるマネジメン

ト会議に加えて、トライウォールインドネシアのマネジ

メントチームは、2019 年 5 月 14 日よりオフィスビルの

前での定期朝礼を実施し始めました。朝礼には全部署の

部門長が参加します。毎週金曜日にこのような朝礼を行

うことになりましたが、必要に応じて毎日行うことも考

えられます。Yusuf 社長が朝礼のホスト役を務めます。

朝礼では、重要な情報共有、各部署の作業進捗状況の確

認、各部署に対する改善提案が推奨されます。この朝礼

の目的の一つは、全部署間のコミュニケーションとコラ

ボレーションを促進することです。さらに、列車が機関

車によって引っ張られるように、部門長の考え方次第で

部門の方向性が決まるので、部門長の方針を各部門の全

員に周知徹底することを狙っています。したがって、すべての部門長が各部門のスタッフの模範に

ならなければなりません。 

  

一般的に、部門長の朝礼の利点は次のとおりです： 

 

1.  部門間のコミュニケーションを加速する。 

2.  部門長間の連携を強化する。 

3．健康に良い新鮮な空気と朝の日差しを楽しむ。 

 

全体として、私たちの朝礼の目的は、会社の目標及び売上予算

の達成、工場運営における生産性と効率性の向上を助けること

です。このような活動がみんなと会社にとって良い結果をもた

らすことを願います。 

 

 

 

 

 

各部門長との定期朝礼を開始 
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2019 年 5 月 24 日、トライウォールインドネシアは、

全従業員参加の CSR 活動を行いました。この活動はラ

マダン（イスラム暦の聖なる月）中の日没から日の出

までの間に断食を中断する行事として行われました。 

 

感謝と報恩のシーズンであるラマダンの間に行ったこ

の活動は、倫理規定と会社の方針に従いながら、地域

社会に対する支援と返礼と位置付けて行われました。 

 

このイベントにはトライウォールインドネシアの従業

員のほかにも、イスラム教徒の指導者 Ustadz Abdul 

Rohman 氏、地元の警察や軍の代表者、そのほか重要

な役員も出席しました。 人事部長の Suwito 氏の支援

と協力のもと、この 2 時間のイベントはトライウォー

ルインドネシアの食堂で行われました。活動の間は、

地元のコミュニティの 20 人の孤児たちがさまざまな

活動に参加し、会社から寄付を受けました。このよう

な活動を通して、私たちのビジネスと近隣地域コミュ

ニティとの関係を強化し、事業と社会の持続可能な発

展が実現することを願っています。 

 

  

その一方で、この活動をきっかけに従

業員の間の兄弟のような関係が強化

され、周りの人に対する気遣いや配慮

の意識が高まることを期待します。 

 

 

 

 

 

 

 

ニュース提供：トライウォールインドネシアの 氏より

 

CSR 活動: 近隣の地域コミュニティへの慈善活動
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 トライウォールタイ： CSR 活動 

 TWTH：グリーン産業レベル３認証

（グリーンシステム）を獲得 

トライウォールタイ： CSR 活動 

左 : トライウォールタイの Khun 

Sumate Tannamsaeng 社長がイベント

の開会スピーチを。 

5 月 18〜19 日、ナコンナヨック県 -  

トライウォールタイは、第 5 回 CSR 活

動を開催しました。環境保護、省エネル

ギー、廃棄物および温室効果ガスの排出

削減、そして資源の効率的な使用、これ

らを促進することが私たちの責任であ

り、この活動の目的でもあります。 今年

は、バンコクから 100km 離れたナコン

ナヨック県の森に植林とダムの修復を

行い、森林の雨水保持及び土壌流出の軽

減に貢献しました。このイベントには、

トライウォールタイの 3 工場から約 120

名の人たちが参加しました。 

森林警備隊員による説明 私たちの植物のために みんなのため私たちの未来のため

今後の雨季に向けて水の速度を制御するためのダム建設と修理  
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明るい日差しの下で一日中汗水たらしながら活動した後は、リラック

スタイムです！みんなで夜遅くまでチームビルディングゲームやパー

ティーを楽しみました。ドレスからゲーム、食べ物まで、すべてがタイ

色豊かで、私たちは伝統的なタイをテーマとした素晴らしい一夜を過

ごしました。 

 

夜は Khun Sumate Tannumsaeng 社長からのスピーチで始まりました。

スピーチでは、CSR 活動とチームビルディングの重要性が強調されま

した。そのあと授賞式が行われ、10 年間貢献してくれた優秀な従業員

に永年勤続賞、そして伝統的なタイの衣装を着た皆さんから、「ベスト

ドレス」という特別賞の受賞者が選ばれました。 

 

 

翌日は、もう一日チームビルディングの活動が行われました。皆さんは

ラフティングや人気のある観光スポットの訪問に参加しました。 2 日

間リラックスして元気を取り戻した後、参加者のみんなは活力と情熱

に溢れながら仕事に戻ります。 
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環境保護は、継続的な努力と注意を要する使命と責任です。先月、

TWPK がグリーン産業レベル 2（グリーン活動）の認証を受けた後、

TWTH は、工業省の工場局からグリーン産業レベル 3 認証（グリーン

システム）を獲得しました。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 と 氏より

  

TWTH：グリーン産業レベル３認証（グリーンシステム）を獲得 
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CSR （企業の社会的責任）は、企業倫理および持続可能な経済発展への貢献に対する会社の責任で

あり、雇用者およびその家族ならびに一般社会の生活の質を向上させる責任でもあります。 CSR は、

コストや品質などの他の伝統的要因と同じくらい重要です。それは企業戦略の不可欠な部分であり、

企業が持続的に成長するための必須条件です。 

CSR 活動は、企業の良好なイメージを維持し、競争力を強化するのに役立ちます。 CSR 活動のも

う 1 つの利点は、ソーシャルメディアを通じて企業がコミュニティやステークホルダーの間でブラ

ンドの影響力を拡大できます。 

 

CSR の重要性を踏まえながら、トライウォールビナのマネジメントチームはすべてのスタッフのた

めに CSR 研修を実施しました。 研修後、参加者はフィードバックを提出し、取締役と人事部に報

告しました。  

 トライウォールビナ：CSR 研修を実施 

 マーケティング情報：Universal Alloys Corporation 

がダナンに新工場を開設 

トライウォールビナ：CSR 研修を実施 
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Universal Alloys Corporation（UAC）は 3 月 29 日、

ダナンの中心部で航空機部品製造工場の起工式を

行いました。 

 

ベトナム初となる投資額 1 億 7000 万米ドルの工場

がダナンハイテクパークに建設されます。 この工

場では、一つの航空機の製造に用いられる 500 万個

の部品のうちの 4,000個を製造および組み立てるこ

とが可能で、そのすべての製品が輸出されます。UAC Global の COO、Kevin Loebbaka 氏によると、

この工場は世界中の航空機メーカーや航空会社に部品を提供します。 計画では、工場の第一期が

2020 年 1 月に完成し、最初の製品は 2020 年 6 月に輸出される。セレモニーで、投資先としてダナ

ンを選ぶ理由を尋ねられた時、Kevin Loebbaka 氏は主な理由が 2 つあると述べました。 

 

第一に、ボーイング社とエアバス社の受注残の 30％以上がアジア太平洋地域に存在するため、A-

PAC 諸国は航空機製造業務を獲得しています。ボーイング社とエアバス社は、アジアでさらに大規

模な製造事業を推進しており、ダナンに拠点を置く UAC の生産拠点に多大な関心を寄せています。

ベトナムでは、VietJet社が 65機の単通路型エアバスA320とA321航空機を購入しました。 Bamboo 

Airways 社は 6 機のエアバス単通路型航空機を保有し、20 機のボーイング 787 航空機を購入するこ

とを約束しています。ベトナムは航空機部品生産を発展させ続け、本国の航空会社の売り上げを伸

ばし続けていくでしょう。 

 

2 つ目の理由として、Kevin Loebbaka 氏は次のように述べました。

「私はカリフォルニア州アナハイムで UAC の業務を 10 年間運営し

てきました。そこには、数学、科学、機械加工のスキルが非常に高い、

特に優秀なベトナム人従業員がいます。彼らは私の友達です。こうい

う経験から、ベトナムが UAC の有望な拠点になることを確信しまし

た - そして今日、私たちはダナンからスタートしました。」 

 

これはトライウォールビナに大きな可能性をもたらします。 TW ビナがこの大きなビジネスチャン

スを実現することを願っています。 

 

 

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   

マーケット情報: 

Universal Alloys Corporation がダナンに新工場を開設 
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諺にもあるとおり、人々は行き来しますが、組織は依然として成長し続ける必要があります。 従業

員が組織を去る理由は様々ありますが – 今より良い場所を探す人もいれば、起業する人もいます。 

 

最近トライウォールマレーシアから、もう

一人の長年務めてきたメンバーが旅立ち

ます。会計と人事マネージャーの Grace 

Chong 氏です。 Grace 氏は 2000 年 4 月

にトライウォールマレーシアでキャリア

をスタートし、私たちとともに 19 年間働

きました。 

 

彼女の献身的な働きとトライウォールマ

レーシアに対する卓越とした貢献に感

謝の気持ちを込めて送別会を開催しました。 TWM の

マネジメントとスタッフはみな、同氏の 19 年に及ぶ在職期間中の素晴らしいサポートに心

からの感謝の気持ちを伝えました。同氏がキャリアの次のステップにおいて素晴らしい成功を収め

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 氏より

  

 トライウォールマレーシア：

退職の送別パーティーを開催 

トライウォールマレーシア：退職の送別パーティーを開催 
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Your most unhappy customers are your greatest source of learning.  -  Bill Gates 

一番不満を持っている客こそ、あなたにとって一番の学習源だ  -  ビル・ゲイツ 

 

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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