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なぜ安全操業が重要なのか？ 

  

近年の調査によると、安全操業プログラムの実施後、83%の上級管理者とオペレーターが生

産性の著しい向上を実感していることを示しています。従って、職場での怪我、病気、死亡

事故を防ぎ、リスクを少なくするためには安全操業の徹底が間違いなく重要です。工場が今

日の市場において高い生産性と競争力を維持するためには、安全を最優先事項として考えな

ければなりません。下記は、製造業界における安全性を向上させるための重要ポイントです: 

 

・従業員研修の強化 

・機械のメンテナンスと必要な安全カバーの設置 

・適切な保護具を着用する(保護具は、次のものを含みます。安全な作業衣、保護メガネ、

安全靴、安全帽子など従業員を現場の危険から身を守る道具) 

・安全な職場環境づくり 

  

夏は多くの人にとって、太陽の下での楽しい時

間を意味しますが、高温な職場にはリスクや災

害が潜んでいます。この夏、安全の職場環境づ

くりに向けて、中国、タイそしてイギリスにあ

るトライウォールの貼合工場は、一連の安全操

業活動を実施しました。 

 より安全な夏に向けてキックオフ  

 Sumate Tannumsaeng 氏への心温まる歓送会 

 アートマカオにトライウォール作品展示 

より安全な夏に向けてキックオフ 
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中国: 6 月に中国のトライウォールパッケージング(江蘇)で緊急時対応訓練と演習が実施さ

れました。従業員たちは、グループに分かれて、緊急時の救助及び避難に関する実演型訓練

を行いました。 

 

 

  

 

 

英国：モンマスにあるトライウォール貼合工場で

は、毎月実施されている健康・安全委員会が再開

しました。安全対策には、次のようなものが含ま

れます。高品質の製品を作る安全な作業手順、ハ

ザード・ニアミスの通報システムの浸透、そして

最新の安全情報を表示する安全掲示板です。 

 

 

各段ボール工場で実施されている安全対策に加えて、トライウォール工場を視察し、生産性・

安全性推進活動をサポートする山口顧問（トライウォールリミテッド)は、最近発生したパ

ネルソーでの傷害事故を例に、設備の安全対策の早期実施を大きなコストを掛けないで行う

ことを前提条件に、以下の条件を満たせば強化段ボールで作った安全カバーの使用を提案し

て下さいました。この提案は類似の機械を使用している各工場においても適用可能です。（但

し最終判断は各会社責任者の判断に委ねるのでご注意ください。）： 

 

タイ：6 月 24〜29 日、トライウォールタイランドの三つの工場が互いに

「2019 Safety Week（2019 年安全週間）」をキックオフしました。この活

動は、従業員の職場安全意識の向上のために行われました。 
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 １．強化段ボールの使用 

 ２．設備にしっかり固定出来る事（手で押さえたり、少し力を加えただけで、変形したり、

壊れたり、剥がれたしない事） 

 ３．油や薬品、水等が付着しない箇所 

 ４．鉄製、アルミ製、アクリル製等の剛性のある材質の安全カバーと同程度の安全が保 

   証される事 

 ５．パンチングメタルタイプや透明アクリルの安全カバーでないと、安全が保証出来ない

箇所には使用しない事 

 ６．段ボールの切り口の紙粉等が、設備の回転部、摺動部等に付着し、設備故障の原因に

ならない様、配慮する事 

 

又プラスチック段ボールの使用も可とする。 

参考： 安全カバーの主な材質 

     ・透明アクリル ・アルミ ・鉄 ・鉄製パンチングメタル等 

 

以上の安全に関するアドバイスを念頭に置き、みんなで安全な夏のスタートを切りましょ

う！ 
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2019 年の夏、25 年間以上も務めてきた Sumate Tannumsaengni 氏のために真心込めた送別会を開

きました。Sumate 氏はトライウォールタイランドグループの社長であり、トライウォール SEA グ

ループの会長でもありました。 

6 月 26 日は、TWTH, TWPK と TWPT によって開催

された定年退職パーティーには、Sumate 氏を温かく送

別するために世界各地からトライウォールファミリー

の皆さんがバンコクに集いました。 

 

Sumate 氏のこれまでの軌跡では、言葉では言い表せな

いほどの思い出や涙がたくさんありましたが、まずは

最初のエピソードから紹介したいと思います。私たち

の上司であり、兄弟であり、親のような存在であった

Sumate 氏の話をしましょう。 

 

Sumate 氏は 1962 年 6 月 26 日にチェンマイで生まれ

ました。1994 年にトライウォールタイランドグループ

に加わり社長に就任しました。その当時の会社名は、

Asian Packaging Services（Thailand）Ltd.でした。1996

年に鈴木雄二会長が同社の全株式を取得後、社名はト

ライウォール（タイランド）に変わりました。 

 

Sumate 氏のリーダーシップの下、トライウォールタイ

ランドは常に東南アジアにおいて最高の収益性を誇り、

最高の業績をあげていました。 

Sumate Tannumsaeng 氏のための真心込めた送別会 

みんなでここまで歩んできました 

そしてこの日を迎えました 

あなたを見送る日を 

 

いろんなところへ行き 

いろんな物語を見てきました 

だけど後悔も忘れもしないで 

あの頃一緒に歩んできた道のりを 

 

送別会のために特別に作られた T シャツ 
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同氏の主導のもと、チョンブリー県のシラチャに第二工場の

建設に着手し、2006 年にこの第二工場、TWPK が設立され

ました。Sumate 氏は絶えずに次のレベルに挑戦し続けてい

ました。同氏がもたらしたもう 1 つの大きな貢献は、SEA 地

域の最大の投資であるタイの貼合工場の設立です。TWPT は

2011 年 2 月に正式にオープンしました。その第 2 期の建設

は最近完了し、2018 年に操業開始しました。 

 

Sumate 氏はタイの地域社会に奉仕活動を継続的に行ってき

ました。同氏は 2001 年からトライウォール SEA 委員会の会

長に就任し、インドネシア、マレーシア、シンガポール、ベ

トナムとフィリピンでの事業を見てきました。その時期から、

同氏の経営能力はトップマネジメントから高く評価されてき

ました。 

 

ここに、Sumate 氏にまつわる面白い事実をいくつか紹介し

ましょう。 - 若い頃は水泳を愛するスポーツマンでした。 

Sumate 氏は競争心に富む一面を持ちながら優しい一面も持

っています。同氏はガーデニングと音楽が大好きです。自分

で物をいじって修理するのが大好きな方です。同氏の好きな

名言の 1 つは、「Whatever will be, will be! （どんなことも成

るように成る！）」です。  

Sumate 氏がトライウォールファミ

リーにその貴重なスキル、献身的な

仕事ぶりそして素晴らしい資質を

浸透させてきました。私たちは常に

それらを尊敬し、感謝しています。

同氏のこれからの幸運と成功を祈

ります。 
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アートマカオは、5 カ月間に渡って開催

される国際的な芸術と文化のイベント

です。「Art Macao: International Art 

Exhibition」では、マカオにある様々な

展示会場で視覚芸術作品を展示します。

マカオ芸術博物館のほか、ホテル、総合

リゾートや外国領事館にも作品が展示

されます。インスタレーションは、屋外

の公共スペースに展示され、ソーシャルメディアにおいても話題性の喚起が期待されます。

展示会に加えて、6 月からは多様な音楽や演劇の行事も催されます。 

  

この大きなイベントの一環として、在香港日本国総領事

館が出店する日本パビリオンは、Tri-Wall COLAB、凸

版印刷社、その他日本の都道府県の自治体、団体、個人

アーティストを含むパートナーの後援を受けて、さまざ

まな日本の芸術と文化を紹介します。Tri-Wall COLAB

は、開会式での揮毫台をトライウォール段ボールで作製

し、そのほか日本の生け花のための展示テーブルや、段

ボール彫刻などのアイテムを提供しました。イベントは 9 月末まで開催されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

アートマカオにトライウォール作品展示 
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7 月 2 日, 江蘇 - 石田重親氏（レンゴー株式会社代表取締役兼副社長執行役員）、西美純氏

(レンゴー株式会社執行役員、パッケージング部門企画本部長兼企画部長)そして佐井福明氏

（レンゴー株式会社海外関連事業本部課長） がトライウォールパッケージング(江蘇) を訪

問し、トライウォール中国グループの会長である周垂桓氏も同行しました。Jimmi 氏そして

トライウォール江蘇のスタッフ一同が皆さんの訪問を歓迎しました。 

 

皆さんは、訪問中に周垂桓氏と Jimmi 氏が用意したトライウォール江蘇の販売、運営、およ

び開発計画の説明に耳を傾け、同社の運営管理と製品のイノベーションにおける重要な課題

について意見交換を図りま

した。貼合の生産ラインの

見学を経て、皆さんは強化

段ボールシートの製造、三

層段ボール及び二層段ボー

ルの製品に関してより一層

理解を深めて頂けたことを

思います。 

 

  

 レンゴーの経営陣ご一行がトライウォール江蘇を

訪問 

 トライウォール江蘇：安全月間運動を振り返る 

 トライウォール江蘇：社員旅行 

レンゴーの経営陣ご一行がトライウォール江蘇を訪問 

左側から:Bobbie, Jimmi, 周垂桓会長, 石田 重親氏, 西 美純氏, 佐井 福明氏, 刘伯平氏

Boping 
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2019 年 6 月 – 中国では、毎年の 6 月は全国安全月間と規定されており、今年の 6 月はその

18 回目になります。トライウォール江蘇の 2019 年安全月間のトピックは、リスク軽減、ハ

ザード制御および傷害防止です。トピックに従い、トライウォール江蘇は特別チームを立ち

上げました。リーダーは Jimmi 氏が務め、安全管理を担当する副総経理が副リーダーにつ

き、安全部門長並びに他の部門長がメンバーに加わっています。チームは、全国安全月間に

実施されるすべての活動の準備、監督、実施そして調整に取り組み、全従業員の安全生産に

対する意識をさらに高め、安全で健康な職場環境を継続的に創り上げていくことに尽力しま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

トライウォール 江蘇：安全月間運動を振り返る 

1 

2 3 4 

5 6 7 

1: 安全月間のキックオフ会議 

2 - 4: 安全標識とポスターが施設のいたる

ところ設置されています。 

5 - 7:緊急時救助訓練では、従業員が研修

で学んだことを実践することができま

す。 
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6 月 1〜2 日、安吉県 - 6 月の明るい日差しの中、トライウォール江蘇の全従業員とその家

族の皆さんが安吉県に集まり、2 日間の社員旅行を楽しみました。安吉県は、浙江省北西部

にある自然美の名所です。この旅行を通じて、従業員がリラックス・リフレッシュし、トラ

イウォールファミリーの絆を深めることを目的としています。 

6 月 1 日、従業員一同は有名な「藏龍

百瀑」（滝巡り名所）（写真左）と

「天下銀坑」の谷（写真下）を訪れ

ました。豊かな緑に包まれ、滝は新

鮮な空気と壮観な景色を楽しめる穏

やかな所です。巨大な竹林で満たされる「天下銀

坑」の谷は、映画とテレビのロケ地として知られて

おり、ゆったりとした散歩や風景を楽しむのに最適

な場所です。 

 

6 月 2 日の見学先は中南百草園でした。ここは、あら

ゆる年齢層が楽しめる場所になっており、子供向け

の動物パフォーマンス、10 代向けのテーマパーク、

大人向けのカルチャーショー、高齢者が楽しめる景

観などがあります。そしてここを社員旅行の思い出

の場所として従業員とその家族のみんなとの集合写真を残しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

トライウォール江蘇：社員旅行 

「天下銀坑」の入り口にトライウォール

ロゴを見つけることはできましたか？ 



  トライウォール・社内報   内部新闻稿 

 

左から: 前年及び本年度入社、左から営業の加藤さん・飯島さん・吉村さん・営業企画の戴さん・

総務人事の宋さん・経理メンバーの川上さん・中山さん・森さん 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

   

 2019 日本トライウォール会年次総会開催 

 LogisALL 社とトライウォールジャパンが

契約締結 

2019 日本トライウォール会年次総会開催 

2019 年度トライウォール会総会が 6 月 7 日品川シーズンテラスホールにて開催されました。 

総会にはファブリケータ様１４社とトライウォールジャパン合わせて 1５社 50 名とレンゴー株式会

社からご出席頂きました。今年度は新たな会員のサクラパックス株式会社様も総会に参加され、活

気のある会となりました。 

講演会では株式会社 1east Penguin の池田様にご登壇頂き、ブロックチェーンについてご講演いた

だきました。講演後には質問も多く、新技術への理解を深めることができました。 

総会後には懇親会も行われ、阿波スピンドル株式会社様は昨年 150 周年を迎えられ、今年 110 周年

を迎えられたパック・ミズタニ株式会社様、レンゴー株式会社様からのご挨拶や、前年及び本年度

入社したトライウォールジャパンの新入社員の紹介も行われました。 

また、総会を開催した品川シーズンテラスホールはトライウォールジャパン本社の入居しているビ

ルでもあり、経理メンバーの紹介もいたしました。 

 

日本トライウォール会 

小川副会長 

日本トライウォール会 

平山副会長 

日本トライウォール会 

水谷理事 

株式会社タカムラ産業 

髙村社長 

ヒロホー株式会社 

小早川社長 

鈴木会長 宮﨑社長 周 COO 橘 CAO 堀常務 
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LogisALL 社とトライウォールジャパンが契約締結 

6 月 18 日韓国ソウルにて、LogisALL 社と販売契約を締結

しました。 

 

LogisALL 社は韓国に本社を置く、世界中で容器・パレット

レンタル及びロジスティクス・サービスを展開し前年度

1,000 億円を達成された企業です。 

 

この度、会長の徐丙倫氏が Global pallet system innovation

として企画開発された RRPP(Recycle Reusable Plastic 

Pallet) POOL のグローバル開発において販売契約を締結

しました。 

 

RRPP は、先端 IoT 技術が使用されたパレットで、RFID が

内蔵されています。RFID と管理システムにより、全世界に

おいて商品の追跡が可能になります。 

  

また、パレットの生産から廃棄にいたるまで、パレットの移動状況をリアルタイムでト

ラッキングすることが可能です。 

 

TWJ は近年トライウォール+α のサービス創出に向け、新たな取り組みを行っておりま

す。この RRPP は一つの新たな＋α サービスとして開発推進していきます。引き続き

TWJ は新たなソリューションを追求し、お客様に信頼・期待頂ける存在を目指します。 

 

宮﨑社長と LogisALL

社の徐丙倫会長 
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 毎日進歩する: 学び続けましょう！ 

 有意義な 6 月: トライウォールアジア

事業説明会 

 Sumate 氏に送別品を贈呈 

毎日進歩する: 学び続けましょう！ 

私たちは知識共有チームであり、通常のスタッフ会議をトレーニングセッションに変え

ました。研修において、問題解決に向けて負けず嫌いの気持ちを保ち、独創性を維持しつ

つ、効果的に取り組むことを勉強しました - 私たちは学んだことを実践し、今後のビジ

ネスに活かしたいと思います。 

 

ケーススタディ:この概念を使用

して、カスタマーサービスの作業

負荷を分析し、必要なサポートと

アシスタントを提供。 

 
Sooyi 氏は、日常業務における

状況や課題について概説。 

 
共有のセッション- 問題、課

題、チャレンジの分析 

 
ブレーンスト

ーミング 

 
チームがどのような行動を

取るべきかの概要を説明。 
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有意義な 6 月: トライウォールアジア事業説明会 

セールス・パッケージング・エンジニアの

Jackie Tan 氏の 1 日を密着してみました。こ

の日はお客様の Jamco Singapore の訪問で

す。 

 

同社はANA航空のビジネスクラスの座席 42 

STC（トップ）付きプレーン TW スリー

ブ 

スリーブの内寸: 

1565L x 1465W x 1450H (mm) 

材料: トライウォール AAA フルート 

PE フォーム付の合板パレット 

開口径: 1600L x 1500W x 155H (mm) 

材料: 合板（燻蒸は不要） 

個をシアトルのボーイングに送ることになりました。 

 

6 月 18 日にお客様の発注を受け、4 日以内に設計を出さなけ

ればなりません。 

 

デザイン経験豊富な Jackie 氏による最初のプロトタイプの包

装は見事に座席を収納できました。最初の出荷として 6 月 28

日に 14 セットを送り出しました。これは、トライウォール史

上最速の売上です。 

 

このプロジェクトの総売上高は４２セットでSGD16,380.00で

した。まだまだこれからです！ 

 

6 月 19 日、シンガポールの製函業者であり、当社のトッ

プ顧客の一つである Trio Packaging 社がジョホールバル

工場を訪問しました。 同社は 2019 年 10 月 3 日または 4

日にその顧客の3Mに対して販売量を倍増する必要がある

ため、同工場の 3M 資材の在庫と管理を確認しに来まし

た。 

 

Shuhairi 氏及び TWM JB チームが見事に訪問者を対応し、

お客さまに力強くアピールすることができました！ 

 

シンガポールで Facebook

社の取り組みを支援 
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Sumate 氏に送別品を贈呈 

私たちのボス、Khun Sumate 氏に思い出の詰まった箱をプレゼント 

✓ 「Original」の文字入りポロシャツ – トライウォール の「オンリーワン」理念の提唱者 

✓ ペアのワイングラス – 定年後の生活をリラックスして楽しく過ごしてください。 

✓ 自画像 - あなたは素晴らしいボスで、みなから尊敬されています！ 

以下のメッセージを、私が最も感服し、尊敬しているボスの Sumate 氏に送りたいと思い

ます。あなたこそ立派な人格者です！ 

 

 Sincere 誠実 

 Understanding 理解 

 Meticulous きちょうめん 

 Audacious 大胆 

 Trustable 信頼できる 

 Empathetic 思いやり 

 

あなたはまさにその通りの人です！シンガポールチームはあなたの定年後の人生に最高の

幸せと喜びが伴うことを願っています。あなたとご家族に神様の祝福がありますように。 



  トライウォール・社内報   内部新闻稿 

 

 

 

 

 

 

International Paper（以下、IP）は、ファイバー・ベースの包装資材、パルプと紙を製造す

る世界有数の企業であり、長年のトライウォールグループの主要な原紙サプライヤーです。

6 月 17 日から 19 日にかけて Sumate 氏がチームを率いて訪問しました。トライウォールタ

イランドの生産部門と品質部門担当者、トライウォールリミテッドの集中購買担当スタッフ

がチームに参加しました。IP の日本事務所とアメリカ本社のスタッフも同行しました。 

 

訪問目的は以下の通りです:  

 

- TWPT は長年 IP から原紙を購入していますが、これまでその生産現場を見たことがな

い。 

- IP の製紙工場、貼合工場、製函工場における全工程の生産並びにサプライチェーンを理

解すること。IP の施設は一部のトライウォール施設よりも革新的かつ先進的であるの

で、今後の生産改善と事業成長の参考になる。 

- 現在 IP がトライウォールに供給している原紙の品質問題を議論し、その解決策を見つけ出す。 

- IP プラントで運用されている品質管理システム、技術、設備について学ぶ。 

 トライウォールタイランドチームがアメリカの

International Paper 工場を訪問 

 TW パッケージング社が SCI 優秀サプライヤ

ー賞を受賞 

トライウォールタイランドチームがアメリカの International Paper 工場を訪問 

International Paper Mansfield Mill の入り口前で集合写真 
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トライウォールチームは 3 日間で三つの

工場（IP グランドプレーリー製箱・紙袋

工場、IP マンスフィールド製紙工場、IP

サバンナ製紙工場）を訪問し、なおサバン

ナ港にも訪れました。 

 

International Paperのグランドプレーリー工場は、1976年にテキサス州ダラス郡に設立され、

「IFS PACsecure」認証を取得しています。これは製品包装の品質と安全性に関する規格で

す。同工場は、世界で最も広く受け入れられている食品安全のスタンダードである「GFSI」

認証も取得しています。 

 

この工場で製造される製品は、段ボール箱（主に一般段ボールの箱）、シート、トレイ、ラ

ミネート加工のバルクビン、三層/二層容器、デジタル印刷などが含まれます。 

 

International Paper のマンスフィールド製紙工場は、

トライウォールに供給する紙を製造しています（タイ

トル写真を参照）。 訪問中、トライウォールチームは

3 台の抄紙機を見学しました。 ２４時間年中無休の

操業で、同工場は 1 日 4700 トンの紙を生産すること

ができます。 この工場で製造された製品は、段ボー

ル原紙、未漂白のクラフトライナーボード紙、ホワイ

トライナーボード紙、中しん原紙が含まれます。 エ

ンドユーザーには、農産物の容器（果物、野菜）、肉

/鶏肉の包装、電気器具、コンピューターの箱などが

あります。 

 

マンスフィールド製紙工場で TWPT は、最近発生し

た品質の問題、例えばしみ、しわ、色むらなどについ

て IP チームと話し合いました。IP チームはこれらの

問題を解決するための早急な対応と今後の計画を立

てましたが、その効果はまだ検証されていません。も

運転中の抄紙機 
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し読者の皆さんが作業中に同様の原紙の品質問題を発見した場合、各工場の QA / QC 責任

者に連絡願います。 

International Paper のサバンナ製紙工場の所在

地はジョージア州のサバンナであり、同市はア

メリカの最も古い都市です。この都市は、大西

洋に流れ込むサバンナ川沿岸に建てられた町

であり、北米市場の重要な玄関口であり物流ハ

ブにもなっています。 

 

年間 110 万トンの紙の生産量を誇り、そのう

ちの 80％が輸出されています。IP がトライウ

ォールグループに供給する 200g、250g、275g

の紙はこの工場から出荷されています。サバンナ港からは、毎日 50 個のコンテナが海外に

送り出されています。トライウォールチームが 6 月 19 日の午後に同港を見学しました。 

 

サバンナ港は北アメリカの中でも最大の単一ターミナルコンテナ施設です。ブレークバルク、

コンテナ、大型貨物、プロジェクト貨物輸送を専門とするこの港は、オーシャンターミナル

とガーデンシティターミナルの 2 つの近代的で深海港のターミナルで構成されています。同

港はアメリカ国内の 4 番目に忙しい港で、

最も急成長しています。 

 

訪問を終えて、トライウォールチームの

メンバーは IP チームとより緊密な関係

を築き、製紙工場での作業手順に関する

基本的な知識を身に着けました。 
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6 月 28 日、バンコク - トライウォールタイランドグループを

代表して、梱包管理士の津田氏が 2019 年度三菱電機グループ

サプライヤーアワードの表彰式で「SCI（Siam Compressor 

Industry）」の 2019 年度 VA / VE 優秀賞を受賞しました。 

 

式典では、昨年の 5 月から包装改善に取り組んできた TWPK

は、SCI から優れたサプライヤーとして認められました。SCI

のマネージングディレクターによると、TWPK は 20 年前に王

子（日本）によって設計された包装の劇的な改善に成功し、包

装資材だけでなく、自動化及び労力節約の達成により、製造工

程においても大幅な節約を実現しました。具体的な改善内容と

しては、トップサポート紙管の取り除き、箱仕様の統一化が挙げられます。（王子の箱は約

30 種類のモデルがあリます）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TW パッケージング社が SCI 優秀サプライヤー賞を受賞 
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トライウォールビナ（ベトナム）の新工場建設は順調に進んでいます。気温は非常に高いで

すが、 Sam 氏の密接な監督と Kansai ビナの強力なサポートにより、プロジェクトは予定通

りに完成する予定です。 

6 月 1 日、トライウォールビナチー

ムは、工場から約 70 キロ離れた、ベ

トナム北部の有名なリゾート地であ

るダイライへの社員観光ツアーを実

施しました。みんなで一緒にリラッ

クスして楽しい時間を過ごしまし

た。この旅行を通して社員一同の一

体感をさらに強化します。 

 

 

 

 

  

 新工場建設の進捗 

 フラミンゴダイライへ社員観光ツアー 

新工場建設の進捗 

フラミンゴダイライへ社員観光ツアー 

 

Samphan さ

んと Kansai

ビナチーム 

ロビー 

会議室 
外観 
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トライウォール （マレーシア）は、新

しく TW SEA グループ管理責任者及び

トライウォールリミテッドマネジメン

トチームのメンバーに就任した John 

Lymberis 氏の公式訪問を歓迎しました。

同氏は 2019年 7月 1 日より正式にこの

ポストに就きました。5 月 28 日から 30

日までの訪問の中に、トライウォールマ

レーシアの中核スタッフとの紹介セッ

ションが設けられ、左の写真がその時の

様子です。Lymberis 氏、ようこそ！ 

 

箱組み付け工程で

働いていたMargrat 

a / p Muniandy 氏

は、2019 年 4 月に

定年退職しました。

同氏は 1993 年 4 月

5日からTWMに入

社し、誇りを持って 26 年間頑張ってきました。TWM のマネジメントおよびスタッフ一同

はその長年にわたるご尽力に敬意を表し、定年送別会を開催し、Margrat a / p Muniandy 氏

に感謝の意を伝えると共に、今後のご幸運を祈ります。 

 

 

  

 John Lymberis 氏がトライウォール 

マレーシアを訪問 

 Margrat a/p Muniandy 氏が退職 

John Lymberis 氏がトライウォール マレーシアを訪問 

Margrat a/p Muniandy 氏が退職 
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6 月 3 日、モンマス - 鶴岡公二大使（上の写真中央）、及び

在英国日本国大使館の一等秘書官の石原氏が、トライウォ

ールモンマス工場を訪問しました。 

 

鶴岡大使は、国立植物園で新しく修復された日本庭園の正

式オープンのためにウェールズを訪問していました。 ソニ

ー社とトライウォール社も訪問しました。 

 

大使が工場を見学し、トライウォールの従業員たちにも面

会しました。また大使は工場見学に際して、一部の箱の製

造、製品に対する厳格な品質検査を目の当たりにしました。 

鶴岡大使は、次のように述べました。「革新的な紙の組み合

わせによってできた段ボールの強度、そして何トンもの荷

物を収納する段ボール箱が非常に印象的でした。 イノベー

ションとデザインはビジネスを推進させるうえで重要であ

り、持続可能性が求められる今日の世界において、環境に優

しい製品を提供することが最も重要です。」 

 日本駐英国大使がトライウォールモンマスを

訪問 

 展示会で再び素晴らしい作品を出展 

 トライウォールオーストリア：J-SOX 監査と

CSR 研修  

日本駐英国大使がトライウォールモンマスを訪問 
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訪問の終わりに、鶴岡大使と鈴木会長に、モンマス工場を

設計した建築家から、マンモス工場の水彩画（写真右）の

コピーが贈られました。 

 

トライウォールグループ会長兼 CEO である鈴木氏は次

のように述べました。「大使は、日本とウェールズ間のビ

ジネス上のつながりに深い関心をお持ちになっており、

トライウォールの事業が堅実なビジネスであると感じら

れ、弊社がグローバル展開を通して顧客にユニークなも

のを提供しているとご理解なさっています。」 

 

トライウォールのマネージングディレクター、Gavin Peters 氏は、次のように付け加えました。「日

本の大使をトライウォールマンモスにご招待させていただき、とても嬉しく存じます。日本の親会

社とウェールズ政府とのつながり、および香港本社からの継続的なサポートにより、トライウォー

ル英国はわずか 2 年間で 2 倍の規模に拡大することに成功いたしました。弊社としてはこの度の訪

問を大切にし、これからも政府関係者との協力関係を通して、トライウォールのブランド力をさら

に向上させていただきたく存じます。」 

今年もトライウォールは英国を代表する自動車産業展示会-  

Automechanika に出展しました。 

 

スタンドの中央部分は、モンマスデザインチームによって作成さ

れた幅 5 メートル以上の巨大な箱でした。 このほかに、プラスチ

ック製のパレットパック、スチールスティラージュ、布製の仕切

り、そしてトライウォールグループの他の拠点で作られたアイテ

ムが展示されました。 

 

新規および既存のお客さまと多くの興味深い会話をかわすことが

できました。展示ブースにウェールズ政府の役人、鈴木会長、Kyle 

Baker 氏、そして Gavin Peters 氏の訪問を嬉しく思います。 

 

 

 

  

展示会で再び素晴らしい作品を出展 
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6 月 17 日から 19 日、グラーツ - トライウォ

ールリミテッドの内部統制チームとCSR研修

のため鈴木会長がトライウォールオーストリ

アに訪問しました。今年も、年初から世界中の

トライウォールの拠点で一連の監査作業を実

施しています。 監査活動に加えて、トライウ

ォールグループが継続的に推進している CSR プログラムの一環として、鈴木会長は自ら

CSR 研修の講師を務め、トライウォール オーストリア・チームに CSR のミッションと目

標に関する全体的な概要を説明しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

トライウォールオーストリア：J-SOX 監査と CSR 研修  
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6 月 5 日に開催されたトヨタ 2019 年次総会で、アルデズ・コンテナーズ社は優れた業績が

評価され、トヨタのサプライヤー優秀賞を受賞したことを誇りをもって知らせます。アルデ

ズ社は 8 年連続受賞を見事に果たしました。この喜ばしい受賞を際し、アルデズ社の社長兼

創設者である Diane Copek 氏（写真中央の女性）が Tri-Wall Now!の読者の皆さんに、以下

の文章を通して同社の成功、献身、そして感謝に対する思いを共有したいと思います： 

 

常に謙虚であれ 
 

人生の中に、人間を謙虚な気持ちにさせるようなものがあります。その一つは、お客さまか

らの評価だと思います。私たちは 20 年以上前に、たった一つのミッションを胸に、アルデ

 アルデズ社が 2019 年トヨタサプライヤー

優秀パフォーマンス賞を受賞 

アルデズ社が 2019 年トヨタサプライヤー優秀パフォーマンス賞を受賞 
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ズ社を創設しました。そのミッションとは、優れたサービス、全面的なコミットメント、そ

して卓越した運営でお客様の期待以上のものを提供することです。私たちは常にこのミッシ

ョンに従い、誰を雇うか、何を届けるかなどの、あらゆる決定を下しています。このミッシ

ョンが大切なお客さまから評価される時、私は大きな誇りを感じます。 

 

先週のトヨタ年次総会で、弊社は 8 年連続で評価されました。 私たちは毎日の仕事に大き

な誇りを持っていますが、公の場でお客様からの評価をいただくことに並々ならぬ名誉を感

じます。弊社が 2019 年のトヨタサプライヤーの優秀パフォーマンス賞を受賞したことを共

有できて嬉しいです。 

 

弊社の 8 年連続受賞を実現させた勤勉なチームに心から御礼を申し上げます。皆さんの素晴

らしいコミットメント、卓越した人格を目の当たりにして、私はとてつもない誇りを感じて

います。弊社は傑出した皆さんによって成り立っています。 

 

そしてトヨタにも感謝の意を申し上げたいと思います。今回もこの賞をいただき、身の引き

締まる思いとともに大変光栄に存じます。また、毎日私たちをパートナーとしてご信頼いた

だきありがとうございます。弊社は、緊密なチームワーク、包括的なプロセスそして優れた

パフォーマンスにより、サプライヤーとしてトヨタの生産をサポートするために最高の改善

を提供し続けたい所存です。 

 

もし弊社の受賞歴のある業務について興味をお持ちでしたら、ぜひご連絡ください。その詳

細について喜んで共有したいと思います。 

 

アルデズ・コンテナーズ社 社長兼創設者 

Diane Copek 氏 
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There is nothing either good or bad but thinking makes it so.  -  William Shakespeare 

物事に良いも悪いもない。考え方によって良くも悪くもなる。-  ウィリアム・シェイクスピア 

 

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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