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8 月 9 日、香港 ― ドイツに拠点を置く、重量物用輸送包装資材、サービスを提供する TRICOR 

Packaging and Logistics AG（以下、TRICOR）がこの度トライウォールリグループに加わりました

ことをお知らせいたします。TRICOR Packaging & Logistics AG は、TRICOR グループのホールデ

ィング会社であり、現在 5 ヵ所の生産拠点と輸送会社 1 社、更に 4 ヵ所の製函事業会社をドイツ国

内、チェコ、及びスロヴェニに有しております。TRICOR の主要顧客は中央ヨーロッパ地域の自動

車部品、化学製品、機械・精密機器関係です。TRICOR の主事業はスタンダード及びカスタムメイ

ドの重量物用輸送包装資材、サービスの提供です。 

 

トライウォールの鈴木雄二会長は本買収について、「TRICOR はヨーロッパでは製紙を除く総合的

重量物用段ボール製品の供給サービスでそのトップをいく企業であり、同社と事業を展開していく

ことは単にヨーロッパでの事業基盤を拡大することに留まることなく、世界のいたるところで可能

性の高い産業市場で事業を促進していく大きな原動力となっていくことを確信しています。」と述べ

ています。 

 

今月 8 月末までには買収手続きを完了する予定です。 

製造業の作業者はそれぞれ事故防止において独自のヒントと

コツを持っていると思いますが、しかし三人寄れば文殊の知恵

という言葉通り、世界中の同僚の英知を結集させ、そこから学

ぶことがまた多くあると考えられます。 

 

 トライウォールはドイツの TRICOR（トライコア）

社を傘下に 

 特集シリーズ：常に安全意識 

 Tri-Wall COLAB：HKU Space と共同プロジェクト 

トライウォールはドイツの TRICOR（トライコア）社を傘下に 

特集シリーズ：常に安全意識 
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今月号の Tri-Wall Now！から、職場の安全性と生産性向上に関する記事をシリーズで掲載していき

ます。 ものづくりの現場に詳しい専門家や同僚の皆さんの記事を掲載し、読者の皆さんと経験と情

報を共有したいと思います。 私たちはさまざまな国で働き、さまざまな言語を話すかもしれません

が、トライウォールの各地の拠点のほとんどは同じ或いは類似の設備や生産過程を有しているため、

いくつかの原則とルールが普遍的に適用できると考えられます。この安全に関する特集シリーズが

読者の皆さんに役立つことを願っています。 

 

今月号では、基本的なものから始めましょう-安全の 4 原則。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記の 4 原則に基づいて、工場の安全管理において 5S 活動を実施して、労働者にとって安全で快適

な職場環境を作り出す必要があります。このような環境では、標準作業、安全確認、異常処置に関す

るルールを明確に設定する必要があります。 

 

 

安全の 4 原則 

安全は、全てに優先

する。（安全第一） 

 

ルールを守ら

ずして安全は

あり得ない。 

 

作業者の立場に

立った安全管理

が重要。 

 

徹底（確実な

実施と継続） 

 

最初から安全を織り込む工夫をすれば、必ず安全のみでなく、生産性・品質も確保した工

程が出来きます。 

ルールをもとに、それぞれの職位が持ち場・立場で責務を果たすことが、工場での安全活

動の基本です。管理者は、教えるべきルールを把握し、自職場の実態に合わせ、かみ砕い

たうえで、作業者に教えなければならないが、最も重要なことは、理解され、守られるま

で繰り返し教え続けることです。 

ケガをするのは、経営者や管理者ではなく、作業者です。安全管理は作業者の立場に立っ

て物事を考えるスタンスが重要です。 

安全対策は少々時間が掛かっても、また、コストがかかっても徹底することが必要です。 
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安全な工場では、社内安全基準に適合した設備（安全な設備）でやりにくい作業やﾋﾔﾘハットが常に

認識でき、改善が出来るよう、仕組みと環境が整っていて、少しでも不安全な個所があると目で見

てすぐにわかり、対策を打つ事が出来なければなりません。 

 

「ルールを守らずして安全はあり得ない」と言う言葉の通り、管理者は時間とコストをかけても、

正しいルールを教え、守れるようにしなければなりません。したがって、生産性または安全性を確

保ためには、作業者の立場に立って、守り易い環境を作る必要がある訳です。 

 

次回は全ての基本である５Ｓについて話したいと思います。職場の安全についてご質問等がありま

したら下記のメールアドレスまでお問い合わせください： 

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

 

 

  

ルール 

快適な職場環境 

５Ｓの徹底 

 ルールを遵守、徹底する安全意識の高揚 

 

安全確認の 

 

異常処置の 

遵守 

徹底   

役割責任の明確 
標準作業の 

継続 
安全な

工場 

 

安全な設備 

 

やりにくい作業の改善 

 
正常か異常か 

 目で見て解る 

 

遵守 

徹底   

遵守 

徹底   

工 場 管 理 (安 全) 

mailto:joan@tri-wall.com
mailto:cecilia@tri-wall.com.hk
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この夏、Tri-Wall COLAB は香港大学の付属学院である HKU Space Community College との共同プ

ロジェクトを行いました。香港の様々な主要スポットで一連のプロジェクトを展示しました。 ここ

に、学生がトライウォール資材を活用したクリエイティブな作品をいくつか紹介します。 

  

1956 年にニューヨーク

のジョン・ロックフェラ

ー3 世によって設立され

た「アジア・ソサエティ

（Asia Society）」は、一

流の教育機関です。同機関はグローバルのコンテクストにおいて、アジアと米国の人々、指導者そ

して機関の間の相互理解を深め、パートナーシップの強化を推進しています。アジアソサエティは、 

世界に 14 カ所のセンターを持つグローバルネットワークを有しており、アジアソサエティ香港セン

ターは 1990 年に設立され、2012 年 2 月に金鐘に拠点を移しました。 

 

Oi！は 1908 年にロイヤ

ル香港ヨットクラブの

クラブハウスとして建

てられたグレード II の

歴史的建造物です。この

名前は、同施設の理念と

その住所を結び付けて

います。Oi！は広東語で

の住所の発音に似てお

り、人々の注目を集める

掛け声にも連想させ、ま

た芸術における夢を実現するためのプラットフォームとしても提供されています。Oi！は、若いア

ーティストを育て、コミュニティアートを推進し、アートにおけるコラボレーションと共同の創作

を促進するための革新的で魅力的な場を目指すアイデアを交換するための新たなプラットフォーム

です。 

Tri-Wall COLAB：HKU Space と共同プロジェクト 

アジア・ソサエティ 

@ 金鐘 

Oi! 

@ 北角 
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大館は、歴史と芸術の

センターであり、香港

の人々をインスパイア

し、刺激を与え、そして

楽しみを提供する施設です。 大館は豊かで素晴らしい歴史の遺産と芸術体験を提供し、香港の人々

が地域社会の歴史、現代美術、芸能に対する知識と感性を培うことを目指しています。旧セントラ

ル警察本部施設群にある大館の活性化案件は、香港で最も重要な再開発プロジェクトの1つであり、

3 つの記念建造物 -  旧セントラル警察署、旧セントラル裁判所、ビクトリア刑務所 - を含めてい

ます。 

  

 

2018年に完成したThe 

Mills は、南豊グループ

が手掛けた大型再生プ

ロジェクトです。ビジ

ネスインキュベーター、体験型の小売および非営利

の文化施設から構成される施設です。Mills Fabrica は、ハイテ

クスタイルのスタートアップ起業家や共生するパートナーが

新しいアイデアを生み出し、実りあるコラボレーションができ

るような触媒的なハブを目指しています。Mills Fabrica は、イ

ノベーションを通して香港をけん引し、世界でハイテクスタイ

ルの起業に最も適した場所に発展させることを目標としています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Mills 

@荃灣 

大館 

@ 中環 
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7 月 13 日と 14 日、杭州-  2019 年トライウォール中国イノベーション大会と中間年次総会が中国

の杭州で開催されました。同大会には、トライウォール中国グループのマネジメントチームと、中

国の 13 カ所の工場から来た発表者が出席しました。 

 

7 月 13 日、会議はトライウォール中国グループの副会長顾金 氏の開会スピーチにより始まりまし

た。スピーチでは、顾金 氏は発表者全員に応援の言葉を送り、今後はもっと多くのチームがイベン

トに参加するよう激励しました。また同氏は、同大会の開催目的が「コンテスト」ではなく「イノベ

ーション」であり、イノベーションを通じて初めて新しい顧客を開拓することができ、専門知識とス

キルの内部共有を促進することができると述べました。 加えて、同氏は、中国の広大なネットワー

クには、まだまだ活用されていない多くの人材たちがいることを信じ、いつかすべてのコルゲータ

ーとファブリケーターがこのステージに立ち、TW グループに革新的なアイデアを披露することへ

の期待を述べました。 

 

審査委員会は、李江 氏（レンゴーチャイナからの特別ゲスト）、顾金 氏、吴霞 氏、郭声源 氏と鲍

展航 氏です。 13 チームが、10 月にベトナムのハノイで開催される「2019 年のトライウォールイ

ンターナショナルイノベーションコンテスト」への参加を目指し競いました。 コンテストの結果は

次のとおりです。 

 2019 年 トライウォール中国イノベーション

大会と中間年次総会 

 トライウォールのプラスチック製品をロジス

ティクスエキスポで展示 

2019 年 トライウォール中国イノベーション大会と中間年次総会  
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１位:マッサージソファ向けのパッケージングソリューション 

特耐王包装（福州）陈光辉 氏 

２位:透析装置向け改良版パッケージングソリューション 

丸忠特耐王包装材料（青島）李磊 氏 

３位: リターナブル板紙コンテナ 

特耐王叶枫包装（天津）有限公司 马雪飞 氏 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 月 14 日、トライウォール中国グループのマネジメントチームは、中間年次総会に出席し 2019 年

上半期の業績をまとめ、下半期の計画を作成しました。 トライウォール中国グループの会長である

周垂桓 氏（周さん）は、今後の開発動向に合わせたいくつの人事調整を発表し、トライウォール中

国が最近開発したプラスチック製品も紹介しました。周さんの発表に続き、会計部門は業績および

内部監査の概要について報告しました。また関連子会社の管理および運営の標準化に関する改善提

案が発表されました。 

 

総会には、生産と販売の専門従業員も招待され、現場の管理と統制、販売戦略とスキルなどのプレ

ゼンテーションが行われました。すべての発表者は最前線の従業員です。現場で目にしたこと、経

験したことを通して、トライウォールの運営に最も適したソリューションを見い出せました。最後

に、顾金 氏が閉会スピーチを行い、2019 年の残りで最善を尽くすよう参加者一同を鼓舞しました。 

左から: 查敏 氏, Jimmi 氏, 周 COO, 李磊 氏(２位), 陈光辉 氏(１位), 马雪飞 氏 (３位), 顾金 氏 
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7 月 3〜5 日、杭州 - 「テクノロジーが物流を変革

する」をテーマに第 19 回中国国際輸送・物流博覧

会が中国の杭州で開催されました。 

 

今年のイベントには、トライウォール無錫のプラ

スチック製品を出展しました。 現在、トライウォ

ールのプラスチック製品には、主にハニカムシー

ト、中空板、箱およびパレット、工業用、消費用お

よび農産品用リターナブル箱、包装副資材、特殊包

装ソリューションが含まれています。 これら

の製品は、自動車、建設、POP ディスプレイ、

小売および E コマースなどの分野で広く活用

できます。世界的に評価され、ユニークな特徴

を多く備えるトライウォールは、このような

プラスチック製品は包装および物流業界に新

たなトレンドを先取りすることが期待されて

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

トライウォールのプラスチック製品をロジスティクスエキスポで展示 
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 グローバルに展開、ローカルサービスを提供： 

私たちはトライウォール！ 

 7 月のお客さまアップデート 

 TWSEA：マクロプラスチックス社の製品研修を実施  

 トライウォールシンガポール：月例のスタッフ会議 

 トライウォール段ボールで創られたクリエイティブな作品 

グローバルに展開、ローカルサービスを提供 – 私たちはトライウォール！ 

トライウォールは Inter-Track サービスを世界中のお客さまに提供しています。これは私たちのグ

ローバルネットワークによる強みだと考えています。 事例のひとつとして、トライウォールジャ

パンは PT Panasonic Industrial Devices Batam 向けの 7 台の設備の到着状況の確認を要請しまし

た。トライウォールジャパンはパナソニックジャパンに対してペーパーソリューションを提供し、

包装材を木箱からトライウォール重量物箱に変更させることに成功しました。トライウォールシ

ンガポールによる円滑なフォローアップを促進するため詳細な情報と要求事項を提供しました。 

 

 

木箱: 重く、かさばる上に処分の問題があります。

作業者が解体するときに鋭い道具を使用するた

め、解体中に損傷する可能性が高い。 

 

トータルトライウォールソ

リューション: 解体が簡単。 

軽量かつ解体には電動工具

のみ使用します。 

 
７月のお客さまアップデート 

CEVA ロジスティクスチームが私たちのオフ

ィスを訪問しました。サプライチェーンマネジ

メントにおける 3PL の仕組みと、CEVA がお

客さまに変革をもたらしている「ワンストップ

物流ソリューション」について教えてください

ました。私たちのチームは CEVA チームとの素

晴らしい研修の場を持つことができました。ま

た近い将来一緒にコラボレーションできるこ

とを楽しみにしています。 

 今年、CEVA ロジスティクスは、SAAA @シンガポールのニュースレターにて「2019 年 AFLAS 賞

（アジア貨物、ロジスティクス、サプライチェーン賞）」を受賞しました。 

ベスト・ロジスティクスサービスプロバイダー、ベスト・3PL プロバイダー、およびベスト・グリ

ーンロジスティクスオペレーター 
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お客様のご多幸を祈ります…  

 

お客様であり、親しい友人でもある PT Interpak Industries 

Batam（IIB）及び PT Indo Global Perkasa（IGP）の代表取

締役社長の Numan 氏からお母さまの 87 歳の誕生日パーテ

ィーに招待されました。 

  

温かいおもてなしに感謝します！ 

TWSEA：マクロプラスチックス社の製品研修を実施 

７月１７日‐クアラルンプール：TWL が主催す

るマクロプラスチックス社の製品研修を行いま

した。マレーシア、インドネシアとシンガポール

のセールス＆マーケティングチームがマレーシ

アに集まり研修を受けました。ワンストップ・パ

ッケージング・ソリューションプ・ロバイダーと

いう企業目標に向けて前進できたことを嬉しく

思います。研修中に新製品に関して 40 個以上の

質問が飛び交い、Wendell Smith 氏がそれらを答

えました。一息する間もありませんでした！ 

 

IsoBin ファミリー ハイブリッド 1012 
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トライウォールシンガポール：月例スタッフ会議 

ベルビン氏の名言の力を借りて、各メンバ

ーが自身の強みについてより深く理解す

ることができ、同僚間、そしてマネージャ

ーとの間の効果的なコミュニケーション

が期待されます。 

 

❑ 素晴らしいチーム同士が共存できます 

❑ 既存のチームは理解され改善されるこ

とができます 

❑ みんなが職場に変化をもたらし、また

その変化については感じることができ

ます。 

7 月度の月例スタッフ会議に、チームの各メン

バーがどのような役割を果たすかについて少し

調査を行いました。各メンバーが果たしたい役

割を知ることはとても重要で、それに基づいて

編成すれば、チームをさらに強化させると信じ

ています。 

 

 メレディス・ベルビン氏はかつてこう述べまし

た：「チームにおいて、プレーヤーのスキルが

重要だが、チームの強さはプレーヤー同士がど

れだけうまく融合できるかに大きく依存しま

す。」 

PL-植える 

創造力、困難な問題を解決する。 

リスク:アイデアの”所有欲”が強く、

より良い結果のための強調性が弱い。 

 

ME-モニター評価者 

慎重で優れた判断力を

持つ。判断が的確。 

リスク:論理なしで皮肉

な考え方 

SP-専門家 

自立して行動を開始し、熱

心。貴重な知識を与える。 

リスク:自分の興味のない分

野に対する要因を無視する。 

SH-形成者 

挑戦に挑む、向上心があ

る、障害を乗り越える。 

リスク:社会的側面を無

視する。攻撃的な態度が

あり、謝らない。 

IMP-開発者 

仕事をまとめ、システムを構築する 

リスク:変化を妨げる、新しいアイデ

アを却下する 

CF-完成者 

誠実、見落とした点や間違いを

正す。磨きあげ、そして完璧。 

リスク:脅迫的な行動、委任しな

い。 

RI-リソース調査員 

新しいアイデアを察知

し、新しい可能性を探る。 

リスク:フォローアップ

の準備を忘れる。顧客を

失望させる。 

CO-コーディネーター 

慎重、自信に満ち、才能

を特定する。 

リスク:チームの努力を

自分の功績にする。 

TW-TEAMWORKER 

EI が高く、共感性があ

り、聞き、衝突を避ける。 

リスク:プレッシャーや

対立を伴う状況は避ける 
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トライウォール段ボールで創られたクリエイティブな作品 

ミニプレイフェストは、6 月 30 日の午前 10 時か

ら午後 4 時までシンガポールの北部にある

Yishun Town Square に開催されました！何千人

もの参加者が集まり、親御さんたちは子供たち

と、自宅でも遊べる実践的な活動を学びました！ 

 

2019 年 7 月 25 日～28

日：サイエンス・デイ@ 

勿洛（Bedok）。段ボール

とハイテクレーザーポイ

ンターを組み合わせたお

もちゃを子供たちに提供

し、みなさんはシューテ

ィングを楽しめました。 
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7 月 8 日, サムットプラーカーン県: トライウォー

ルタイランドは、トライウォール SEA グループの

新しい会長である John Lymberis 氏の公式訪問を

歓迎しました。トライウォールタイランドの新代表

取締役である Prasert Boonthaim 氏は、トライウォ

ールタイランドのマーケティングおよび運営チー

ムのキーパーソンを Lymberis 会長に紹介しました。 

 

 2 日間の訪問中に、Lymberis 会長はトライウォー

ルタイランドの 2019 年上半期の実績を振り返り、

下半期の方向性について説明しました。最後のセッションで、同氏から TW タイランドの継続的な

改善について有益な助言をくださいました。 Lymberis 会長、ご訪問ありがとうございました、トラ

イウォールへようこそ！ 

7 月 15 日、バンコク: トライウォールリミテッドのサポートの

もと、トライウォールタイランドとベトナムのマーケティング

チームに向けてマクロプラスチックス社の製品に関する研修を

開催しました。 

 

John Lymberis 会長による開会スピーチの後、研修の講師である

マクロプラスチックス社の Wendell Smith 氏が、製品に関する

情報及び応用法、さらにオーストラリア、ヨーロッパおよび米国

のお客様について紹介しました。研修セッションの最後に、ブレ

インストーミングセッションが行われ、すべての参加者はこれ

らの製品のポテンシャル、並びに市場開拓の方法について議論

しました。 

 

 Johh Lymberis 氏がトライウォールタイランドを訪問 

 タイでマクロプラスチック社の製品研修を実施 

 スペシャルゲストが TWPT を訪問 

 トライウォールタイランド：2019 年イノベーション大

会の参加者を選定 

Johh Lymberis 氏がトライウォールタイランドを訪問 

タイでマクロプラスチックス社の製品研修を実施 
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7 月 12 日,ラヨーン県: タイ・コンテナ

―ズ・グループ社は、レンゴーとタイの

SCG パッケージングパブリック社との

合弁会社です。この 2 社のメンバーがこ

の度、新たに社長に就任した Prasert 

Boonthiam 氏を表敬訪問しました。 

 

ゲストのメンバーには、マーケティング

＆セールスディレクターの Leaudej 

Vimonpackt 氏（左から 3 番目）、マーケ

ティング＆セールスのジェネラルマネージャーの井上ゆうじ氏（右から 3 番目）および SCG パッケ

ージングのマネジメントチームがいます。Prasert 氏とトライウォールタイランドのスタッフが訪問

者一同を温かく歓迎しました。 

7 月 19 日、サムットプラーカーン県:トライウォールタイランドは、2019

年トライウォールインターナショナルイノベーションコンテストの予

選会を開催しました。３つの工場から８つのイノベーション（生産イノ

ベーションが 4 つ、マーケティングイノベーションが４つ）が出場しま

した。結果として、2 つのイノベーションが選ばれ（生産イノベーショ

ン一つ、マーケティングイノベーション一つ）、この二つのイノベーシ

ョンが 8 月 19 日から 22 日にかけて行われるトライウォールベトナム

での TWSEA の地域選定会に参加します。 

 

昨年の優勝者でもあるプロダクションマネージャーの Chansak 

Tongjew 氏が率いる TWPK チームがまたしても秀でており、タイの 3

つの工場のすべてチームの中で最高得点を獲得ました。どちらのチーム

も世界に向けて革新的なアイデアを披露する準備が整いました。10 月

のベトナムで開催される決勝戦でみなさんと会えるのを楽しみにして

います！ 

 

 

  

スペシャルゲストが TWPT を訪問 

トライウォールタイランド：2019 年イノベーション大会の参加者を選定 
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２０１９年６月２８日：周垂桓 氏（Eastern Globe の COO、トライウォール中国グループの会長）

と John Lymberis 氏（トライウォール SEA グループの会長）はマレーシアの訪問中に、トライウォ

ールリミテッドの Joan 氏のサポートのもと、シャー・アラムにあるレンゴーのマレーシア工場を訪

問しました。工場見学で、レンゴーチームは同工場の製造過程と製品を紹介しました。TW マレー

シアのジェネラルマネージャーである Shuhairi 氏も見学に参加しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０１９年 7 月 3 日：TWM は 3

工場の全ての従業員の親睦を図る

ためにランチパーティを開きまし

た。従業員の皆さんの一年間の貢献

と、顧客のニーズに応えるための努

力とコミットメントに対する感謝

の意を込めたランチパーティでし

た。お疲れ様でした！ 

 

 

 

 

 周垂桓 氏がトライウォールマレーシアを訪

問 

 TW マレーシア：ランチパーティを開催 

周垂桓 氏がトライウォールマレーシアを訪問 

TW マレーシア：ランチパーティを開催 
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この夏、トライウォールグループを代表して、鈴木会長が、

トライウォールトルコと Kocaeli Akademi G.SK が主催す

るドラッグ反対イベントに寄付しました。Kocaeli Akademi 

G.SK は教育機関であり、トライウォールトルコ所在のコ

ジャエル県（Kocaeli）にあります。 

 

トライウォールグループは、CSR 活動の一環として行われ

たこの寄付活動を通して、薬物乱用によって引き起こされ

る障害と問題についての注意を喚起し、トルコにおける薬

物乱用との闘いに取り組んでいきます。 

 

私たちとともにより良い世界を創りましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 トライウォールがトルコのドラッグ反

対イベントに寄付 

トライウォールがトルコのドラッグ反対イベントに寄付 
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7 月 16 日と 17 日の両日、モンマ

ス - Gavin Peters 氏（UK 地域代

表取締役社長）が主催するイギ

リス地域の第一回統合管理会議

が開催されました。 

 

会議では、地域全体並びに各拠

点の上半期の業績結果がレビュ

ーされ、そして下半期の予測に

ついても論議されました。Kyle 

Baker 氏は今回の会議に出席で

きませんでしたが、ビデオメッ

セージを送りました。 K. Baker 氏に代わり、G. Peter 氏が 2025 年のイギリス地域のビジョンを説

明しました。 

 

7 月 17 日は、イギリスでのブランド戦略、そしてコアバリューについての会議を行い、イギリスの

販売および管理チームの全員が出席しました。 

 

Gavin Peters 氏は、イギリスのトライウォールビジネスの伝統、さらにイギリスにおける地域ブラ

ンド戦略と伝統との統合の背景を説明しました。続いて G. Peters 氏は自身の事業成長に対するビジ

ョンを語り、その後 Stuart Rose 氏がイギリス地域の「コアバリュー」と「統合的パッケージ」のコ

ンセプトを紹介しました。 

 

最後に、G. Peter 氏が会議を総括し、新しいトライウ

ォールのイギリス地域のコーポレートビデオを披露

しました。 

 

右：Gavin 氏が、販売および管理チームにトライウォール

のイギリス地域におけるビジョンを発表 

 

 

 第一回イギリス地域グループ管理会議及びイギ

リスブランドの立ち上げ 

 ブリストル・ハーバー・フェスティバル 2019 

第一回イギリス地域グループ管理会議及びイギリスブランドの立ち上げ 

管理チームの全員 
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今年、トライウォールは My Future My Choice（私の未来、私の選択）というチャリティーから連絡

をもらいました。 

 

My Future My Choice は、ブリストル・イニシアチブ公益信託と協力してユニークで革新的な教育

サービスを提供し、すべての若者を、ビジネスや産業やコミュニティなど様々の分野におけるロー

ルモデルに出合わせるよう取り組んでいます。 

 

今年、イギリス海軍は、若いエンジニアのチームたちに、航空母艦が遂行するようなタスクの関連

業務に対応できる船を作る課題を与えました。そして船は段ボールで作らなければなりません。 

 

トライウォールは、1700AAA の段ボールシートを原材料とし、サンプルカッターで船の部品を作り

ました。チーム Rolls-Royce は Patchway Community School の協力を得てパドルホイール推進シス

テムを作製しました。船全体がリサイクル可能でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ブリストル・ハーバー・フェスティバル 2019 

1. Patchway Community School の子供たちが船を組み立

てる 

2. 完成した船は非常に頑丈で、落水したほかの参加者の

救助に使用されました。 

3. フェスティバル中の航行の様子 

4. Rolls-Royce チームは、フェスティバルのイノベーショ

ン賞を受賞しました！ 

1 

2 

3 

4 
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Life isn't about finding yourself. Life is about creating yourself.  -  George Bernard Shaw 

人生とは自分を見つけることではない。人生とは自分を創ることである-  ジョージ・バーナード・ショー 

 

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 5 6 7 8 9 10

Singapore -National Day

11 12 13 14 15 16 17

Japan-Mountain Day Japan-Substitute Holiday

Malaysia-Hari Raya Haji Malaysia-Hari Raya Haji Holiday

Singapore -Hari Raya Haji Singapore -Hari Raya Haji Holiday

Thailand-H.M. Queen's Birthday

Indonesia-Idul Adha Indonesia-Independence Day

India-Independence Day

Korea-Liberation Day

Turkey-Sacrifice Feast Eve Turkey-Sacrifice Feast Turkey-Sacrifice Feast Turkey-Sacrifice Feast Turkey-Sacrifice Feast

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

Malaysia-Merdeka Day

Turkey-Victory Day

2019

August

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

