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8 月 26〜28 日, バンコク - トライウォール（タイランド）で安全・衛生・環境（SHE）会

議が開催されました。 トライウォールリミテッドが同会議を主催し、鈴木裕二会長と主要

経営陣が参加しております。トライウォールグループの CAO 橘桂子氏は、開会の挨拶で

SHE 活動の方針と目標について話しました。 

 

トライウォールのマネジ

メントチームに加えて、レ

ンゴーの安全衛生専門家

の白井誠氏と、海外業務部

長の松田俊哉氏も会議に

参加しました。会議では、

トライウォールの五つの

貼合工場（TWJS、TWPF、TWSY、TWPT、TWEL）の 2018 年度安全監査の結果および対

策を確認し合いました。また、白井氏はレンゴーの安全衛生基準についても説明しました。

会議一日目は、全員一緒に TWPT（タイにあるトライウォールの貼合工場）を巡回し、改

善状況、残された不安箇所の抽出を行い、改善活動について認識を深めました。 

 

2 日目は、山口氏（トライウォールの工場運営アドバ

イザー）と白井氏がそれぞれ 1 つのチームを率いて

TWPK（製函工場）を巡回しました。全員一緒に工場

の不安箇所を特定し、巡回パトロールを実行しまし

た。巡回の後、参加者たちは会議室に戻り、不安項目

を確認したうえ、対策案について議論しました。 

 トライウォール（タイランド）：安全・衛生・

環境会議を開催 

 特集シリーズ：常に安全意識 

 Tri-Wall COLAB がコミュニティイベントを後援  

 Macro Plastics 社がアジアフルーツロジスチカに出展 

トライウォール（タイランド）：安全・衛生・環境会議を開催 
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3 日目の最終日は、山口氏が進行役

を務め、TWPF と TW インドで発生

した事故を事例に、2019 年の災害に

関する詳細報告が行われました。会

議参加者一同が知恵を出し合い、そ

の再発防止策について議論しました。また、各国の安全・衛生担当者たちがそれぞれの工場

での安全対策実施状況についてディスカッションを行い、情報共有を図りました。 

 

会議で合意されたトライウォールグループの安全衛生環境の取り組み基準は以下の通りで

す： 

 

 環境法規制及びその他の要求事項一覧表の作成。 

 有資格者一覧表の作成。 

 メタルソーに安全カバーの取り付け（スライドテーブルソー、テーブルソー、パネル

ソー、電動丸鋸、ギャングリップソーなどに適用）。 

 不安全な設備の確認を取り、所有する会社の社名、工場住所、設備の数、カバーの有

無といった情報を含む表の作成。 

 原紙ロールのカバーをはがす時は必ずプラスティックカッターを使用する。他の作業

に使われるカッターは一枚刃のブレードに交換する。 

 各工場がカッターの数を把握し、使用者の名前が入ったリストを使って管理すること

を推奨する。 

 新規に安全対策を講じる場合は出来る限り、意識して指、手、腕、足が入らない様に

する事。既設の設備についても指、手、腕、足が誤って入りそうなものは、入らない

ように改造すること。改造が難しい場合は、危険表示と作業指導で対応する。 

 トライウォールグループの事故の定義、報告ルート、フローチャート等の作成。 

 事故災害再発防止対策及び横展開の報告、フォローの仕組みなどの確立。 

この会議を通して、各貼合工場と製函工場の担当者は、職場の安全・衛生・環境について理

解を深めることができました。この会議で得られた知識と経験をそれぞれの工場に持ち帰っ

てもらい、従業員のみなさんと共有し、活用することを期待します。 

  



  トライウォール・社内報   内部新闻稿 

 

Tri-Wall Now！の前号では、職場の安全 4 原則、またそれに基づく安全な工場を作るため

のルール順守について説明しました。この号では、工場の安全管理における最も重要な要素

のひとつである「人（people）」について詳しく説明します。 

 

 

 

安全管理を行うに当たり、考えなければならない事は、「避けられない人の行動」です。 

 

1. とっさに手を出す：人は物や道具が落ちたり、何かが倒れそうになると、とっさに手をだ

したり、支えようとします。 

 

2. 無意識な行為：人は何か考え事をしていたり、心配事等がある時に、

無意識な行為をする事があります。 

 

3. 間違い･勘違い：人は間違いや勘違いを起こす事がある。又思い込み

により間違える事もあります。 

 

4. 知識不足による行為：新人や応援者は知識不足により、やってはいけない事をやってし

まう事があります。だから作業に付かせる前に必ず、やらねばならぬ事とやってはいけない

事をしっかり作業指導する必要があります。最も重要なことは、「なぜ」やらねばならぬか、

「なぜ」やってはいけないのかをしっかり説明し、理解してもらい、納得させることです。 

 

5. 近道行為：人は近道行為をする。これらが避けられない人の行動

です。これらを理解した上で、安全対策を講ずる必要があります。こ

の点については、次の段落でさらに詳しく説明します。 

 

 

  

特集シリーズ：常に安全意識 

避けられない人の行動 
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近道行為のようなルール違反を放置しておくと、このようになってしまいます。些細なルー

ル違反をしても問題が発生せず、この成功体験が再度のルール違反を引き起こし、これを繰

り返しているうちに取り返しのつかない災害を引き起こしてしまいます。だからルール違反

はその場でしっかり叱る事が重要です。ルールを守らないとどうなるのか、説明をすること

も必要です。またルール違反を見て見ぬ振りをすると、ルールを守っている人に伝染します。

これが一番怖いことです。 

 

管理者はこれらの事を理解して安全管理を推進して下さい。 

 

近道行為（ゲシュタルトの法則*） 

① 

② 

③ 

○1  安全通行 

○2  コーナーショートカット 

○3  通行禁止ルート 

人間行動は最短距離に向かう！

この傾向はどんどん過激化して

きます。必要なら近道行為が出

来ない様にします（柵 etc.）。 * ゲシュタルトとはドイツ語で「姿」「形」 

「現象」を意味し、ゲシュタルト心理学者 

によって行われた研究でまとめたものを 

ゲシュタルトの法則と言われ、「近道行為」はこの法則の中の１つです。 

 

ルール違反のもたらす結果 

再度のルール

違反 

些細なルール

違反 
成功体験 

再度のルール

違反 

災害・事故  

品質問題 

 

些細な不安全行為から取返しのつかない事態に発展 

是正 

違反行為をその場で

しっかり叱る 

近道行為について、もう少し詳しく説明する

と、このようにＡ地点からＢ地点に移動する時

通路を①のように安全通行するルールになっ

ていても、人はだんだん近道行為をします。②

のようにコーナーをショートカットします。シ

ョートカットしても問題が発生しないとこの

傾向はどんどん過激化し、最後には③のように

通行禁止ルートを通るようになります。 
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8 月 24 日、香港 - 中秋節を迎えるにあたり、アジア協会と HKU 

SPACE がワークショップを主催しました。Tri-Wall COLAB が提

供したバイウォール段ボールシートを利用し、ウサギ型のランタン

の作り方を子供たちに教えました。香港保護児童会からは 15 人の

小学生、また 9 人のソーシャルワーカーが参加しました。同イベン

トの狙いは、若い世代の創造性を高めることです。 

 

ワークショップに加えて、段ボー

ル製の巨大な肘掛け椅子とパズル

ハウスが設置され、普通の段ボール

から生まれた素晴らしい作品に若

者たちは魅了されました。 

 

 

 

 

9 月４〜6 日, 香港 - 毎年恒例の「アジア果物物流展」は、各国

の新鮮な果物と野菜のサプライチェーンの業界関係者が一同に

集う商談の場になっています。 Macro Plastics（SP）社は、ト

ライウォールグループのビジネスパートナーであり、持続可能

なサプライチェーン・ソリューションを提供しています。トラ

イウォールリミテッドのマーケティングチームのサポートを受

けて、同展示会で自社製品を展示しました。  

 

IsoBin ファミリ（左）は、優れた機能を備えた通い箱のシリーズです。持続

的に使用できる通い箱として、IsoBin は 100％再生可能で、ポリプロピレン

樹脂で作られており、CO2 の排出量（カーボンフットプリント）削減に貢献

しています。特許取得済みのトリプルウォールベースは耐久性と耐衝撃性に

優れ、独自のインターロックフット設計により安全な積み上げができます。 

Macro Plastics 社が 2019 年アジアフルーツロジスチカに出展 

Tri-Wall COLAB がコミュニティイベントを後援 
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Hybrid 1012（右）は MP 社の製品の中で最も汎用性の高いプラス

チック箱です。同製品は 500 kg の耐荷重性能を有し、頑丈なつく

りになっています。開孔して換気性を高める設計に変えることがで

きますが、完全な一枚板にすることも可能です（写真は換気性が最

も高いバージョン）。革新的な新しい柱脚は、バンパーとして機能

し、衝撃を吸収およびその反跳力で破損を防ぎ、プラスチック箱の耐久性を大幅に向上させ

た設計となっています。 この箱の強度は非常に高く、高く積み上げることが可能です。 

 

鈴木会長と周さんと橘氏は、住友と JA 全農（全国農業協同組合連合会）のお客様と一緒に

私たちのブースを訪れ、応援してくれました。 

 

今年のイベントでは、13,500 人以上の業界関係者が香港のアジアワールドエキスポセンタ

ーに足を運びました。出展者数は前回より増えており、各大陸の 46 カ国から 826 社が出展

しいます。 
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2019 年度トライウォールグローバルイノベーション大会国内代

表選抜大会が 8 月 2 日滋賀県彦根市の彦根キャッスルリゾート＆

スパにて開催されました。 

 

本年はイノベーション大会の前にトライウォールジャパンの

OEM 貼合元である山田ダンボール株式会社滋賀工場にて、ファ

ブリケーター各社の見学ツアーも行われました。普段見学する機

会がない工場をご案内し、トライウォール製品への理解と品質改

善への取り組みを理解いただきました。 

 

イノベーション大会は 3 社のエントリーがあり、トライウォールインドからの発表もありました。

また、昨年同様トライウォールインドと中継をつなぎ、インド赴任中の兒玉さんと発表者の

Samarth さんと、発表だけでなく現地動向の共有も行われました。 

 

会場では質疑応答も多く飛び交い、活気にあふれた会となりました。 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

本年度の優勝はヒロホー株式会社川上さんが発表された「真空成型トレーによる置き換え事例」で

す。ヒロホー株式会社は昨年準優勝でしたが、今年は満を持しての優勝となりました。また、女性に

よる発表で近年初の優勝となりました。 

 

準優勝は富士ケミカル株式会社岩崎さんの「大型インクジェットプリンタの輸出包装提案」。評価点

は優勝のヒロホー株式会社と僅差でした。ベトナムでの決勝大会では更にブラッシュアップされた

発表を期待しています。10 月に行われる決勝大会に、以上 2 社の出場が決まりました。 

 トライウォールグローバルイノベーション大会 

国内代表選抜大会 

 WiLLiFE 社が 2019 年エンディング産業展に出展 

  

トライウォールグローバルイノベーション大会国内代表選抜大会 

 

開会の挨拶（宮﨑社長） 

トライウォールインドとの中継 

（兒玉さん、Samarth さん） 

富士ケミカル株式会社 

発表者：岩崎さん 

ヒロホー株式会社 

発表者：川上さん 

千葉三立梱包運輸株式会社 

発表者：吉田さん 



  トライウォール・社内報   内部新闻稿 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

順位 発表社名 発表題名 

1 位 ヒロホー株式会社 「真空成型トレーによる置き換え事例」 

2 位 富士ケミカル株式会社 「大型インクジェットプリンタの輸出包装提案」 

参加賞 千葉三立梱包運輸株式会社 「 Completed Packing of the ”Stabilizer”： 

 スタビライザーの完成された梱包」 

発表 トライウォールインド 「パッケージング・ソリューション Metro [地下鉄] 部品」 

左から千葉三立梱包運輸株式会社吉田さん、ヒロホー株式会社小早川社長、ヒロホー株式会社川上さん 

富士ケミカル株式会社小川社長、富士ケミカル株式会社岩崎さん、TWJ 宮﨑社長 

イノベーション大会のあとには懇親

会も行われ、授賞式も行われました。 

 

優勝・準優勝の方には決勝大会への

招待及び賞状と記念品が贈られ、他

のプレゼンターの方々には記念品が

贈られました。 

2019 年度 国内/East Asia 代表選抜大会結果 

山田ダンボール株式会社滋賀工場見学にて 

イノベーション大会懇親会にて 
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8 月 20〜22 日、東京 - 今年の「エンディング産業展（Life Ending Industry Expo）」で、

WiLLiFE 社はトライウォール段ボールを使用した新設計のノックダウンエコ棺を紹介しま

した。 その斬新で環境に優しい特徴は、メディアだけでなく訪問者の注目も集めました。

いくつかの地元メディアやテレビ番組でも報道されました（下記、画像を参照）。 

 

  

WiLLiFE 社が 2019 年エンディング産業展に出展 
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8 月 21、22 日 ハノイ -  3 つの出場枠をめぐって、5 カ国から集まったチームは、SEA グ

ループイノベーション大会ファイナル戦に参加しました。国際イノベーション大会は、10 月

19 日にベトナムハノイで開催されます。この最終選考会で審査員を務める John Lymberis

氏 (TWSEA グループ統括責任者) 、Shuhairi 氏と津田氏が優劣を決める苦渋の決断に迫ら

れました。 

 

今年のコンテストでは、参加者と発表チームの交流が活発的に行われ、発表のコンセプトや

提案について質疑応答がありました。審査員たちは発表者に対して改善のアドバイスをあげ

たり、称賛したり、また啓発の言葉を送ったりして同コンテストを締めくくります。TWSEA

グループを代表する 3 チームが以下の通りです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2019 年トライウォール SEA グループイノベーション大会 

 キャリア研修: AI 時代の EQ 

 8 月：最新顧客情報 

 マーケット情報： CEVA 社のワークショップに参加 

 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 

2019 年トライウォール SEA グループ イノベーション大会 

トライウォール ベトナム 

迅速で簡単なパレット組み立て 

トライウォール タイランド 

組み立ておよび圧縮部品の固定具 

トライウォール シンガポール 

シンガポール・ジャムコ (航空宇宙) 

 
おめでとうございます！  

他のチームの皆さまも本大会に参加して頂きありがとうございます！ 
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私たちは準備万端です！10 月 19 日に会いましょう！ 

また、この機会を活用して Shuhairi 氏が 7 件のケース

に基づくマーケティング研修を実施し、同イベントを盛

り上げてくれました。 
4D：Discover（発見）, Define（定義）, Develop（開発）, 

Deliver（提供） 
Shuhairi 氏の理念 

SEA チームは 10 月 18 日に正式にオープンする予定の TW VINA の新しい工場を訪問し

ました。TW Vina からの続報を乞うご期待！  
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キャリア研修: AI 時代の EQ 

すべてのチームメンバーを対象としたキ

ャリア研修を再び実施しました！ 今回の

研修トレーナーは、Steven Seek 氏でした。

コーチ資格保有者であり、コンサルタン

ト、そして シックスセカンズ EQ 能力の

トレーナーです。 

8 月の最新顧客情報: お客様のニーズに応えた完璧な箱 

アクリルパネルとトライウォールスリーブ仕様の上下 STC 

お客様からの革新的なアイデアで生まれたアクリルパネル

使用のトライウォール箱。保管と通い箱箱として使用されま

す。また、お客様は箱の中に入っているアイテムを簡単に識

別することができます。 

スリーブ-内部寸法：1200mm x 1200mm x 600mmH 

上下 STC-内部寸法： 

1220mm x 1220mm x 150mmH 

現在の設計：オペレーターは

未開封の箱の中身を見ること

ができません。 

ミニチュアサイズの見本 
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マーケット情報: CEVA Logistics Southeast Asia 社「明日のサプライチェーン」 

 

チーフコマーシャルオフィサーの

Laurent Binetti 氏は、サプライチェーン

業界における CEVA の変革について基

調講演を行います。 

 

消費者と小売、テクノロジー、自動車お

よび eコマースのグローバル部門のエキ

スパートたちが、東南アジアにある様々

な業種のグローバルサプライチェーン

の見通し、動向、および今後の展望につ

いて共有します。 

 

東南アジアの取締役副社長、Elaine Low

氏と、事業開発の上級副社長、Axel 

Herzhauser 氏も、CEVA の地域ビジネス

戦略とフットプリントについて説明し

ます。 

  

日付: 2019 年 8 月 22 日、木曜日 

 

「明日のサプライチェーン」- CEVA のグ

ローバル部門のリーダーたちが主催する

エグゼクティブブレックファーストワー

クショップに、さまざまな業界の CEVA の

お客様 40 名以上が参加しました。CEVA

のチーフコマーシャルオフィサーである

Laurent Binetti 氏主導のもと、リーダーた

ちは、さまざまな業界での部門の見通しと

グローバルサプライチェーンの今後の動

向を共有しました。東南アジアのエグゼク

ティブマネジメントチームの Elaine Low

氏と Axel Herzhauser 氏も、この地域での

CEVA のビジネス戦略に関する洞察を提

供しました。トレンドのサプライチェーン

のトピックについて詳細な議論ができた

ため、CEVA とお客様の両者にとって有益

なセッションとなりました。 

 

トライウォールシンガポールのシニアカスタ

マーサービスエグゼクティブ：Mak SooYi 氏 
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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 

Jenga の高さ  

大人: 2M   

子供: 1M ボールピット: 3Mx3M, TW 

写真撮影するためのラミネ

ートされたポスターの背景 

ベンチ 

8 月 3 日 - 顧客のお客さまに

向けた素晴らしいプロジェク

トが週末に実施されました。初

開催となる「ファミリーデイ」

です。100 人以上のゲストとそ

の子供たちが集まり、コンピュ

ーター、科学、数学及び組立ス

キルなどの向上をサポートす

る「S.T.E.A.M.プロジェクト」

を楽しんでもらいました。 
S: Science（科学） 

T: Technology（技術） 

E: Electrical（電気） 

A: Arts（芸術） 

M: Mathematic（数学） 

CBMA 35 周年記念ディナーで楽しい夜を過ごしました。参加者全員がこのお祝いディナー

を楽しめるようにと、賞品付きのゲームを企画しました！ ゲストは積極的に参加し、会場

は笑いと歓声に包まれました！ 

 

Pearly 氏と Altas Paper 社のセールスディレクターである C M Lau 氏がこのイベントの司

会者を務めています。 

シンガポールのシンボル、マーライオン 

段ボールで作られた

背景ボード 
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トライウォールインドネシアは

今年の 7 月から 8 月にかけて、す

べての従業員の努力による品質

と生産性の向上を促す改善活動

「KAIZEN Action」を実施しまし

た。同活動は、トライウォールの

イノベーションコンテストの趣

旨に合致し、QC 部門長の Atin 氏

の主導のもと、他の部門長からの

サポートも受けて行われました。

またこの活動は、業務のすべての

分野における責任感を向上させ

ることで、従業員の仕事に対する

意欲を高めることを目的としてい

ます。まずは、小さなことから改善し、そして大きな生産性向上につなげ、最終的には継続

的な改善活動の実践を目指しています。 

 

このプログラムには多くの参加者グループが集

いました。これは、従業員たちが各自の作業を

改善したいという意欲の現れです。エリミネー

ションラウンドの後、3 人の勝者が確定しまし

た。 「改善」とは、終わりのない継続的なプロ

セスです。 したがって、会社はこのコンテスト

を年次イベントとして取り組み、すべての従業

員が継続して改善を続けられるように頑張って

いきます。 

 

 

 トライウォールインドネシア：改善活動を実施 

 トライウォールインドネシア：スポーツトーナ

メントを開催 

  

トライウォールインドネシア： 改善活動を実施 

コンテストの後、参加者は経営陣とともに 

集合写真を撮りました。 

プレゼンテーションのセッション 
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2019 年 8 月 17 日のインドネシア独立記念日を祝して、トライウォールインドネシアは、8

月初めにスポーツトーナメントを開催しました。同イベントの開催目的は独立記念日を祝う

だけでなく、イベントに参加した従業員全員の健康づくりとチームの士気の向上、そしてメ

ンバー同士の交流の促進を図ることです。トーナメントの試合には、フットサル、卓球、チ

ェス、釣りが含まれます。従業員のほぼ全員がトーナメントに参加し、それぞれ自分に合っ

た種目を選択しました。  

 

フットサルの試合では、トライウォールインドネシアの従業員だけでなく、家族の方々も一

緒に参加しました。家族の皆さんはトライウォールインドネシアにとって重要な存在です。

スペースが限られているため、フットサルや釣りなどの種目は外部の会場で開催されました。 

 

すべての従業員は、日常業務からの気分転換ができて、リラックスして行事を楽しんでくれ

ました。このような行事によって、従業員のチームワークと生産性がさらに向上することを

期待します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

トライウォールインドネシア：スポーツトーナメントを開催 
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トライウォール UK はこの度、バッテリーの輸送に

関する世界基準を設定するプロジェクトの政府補助

金を獲得しました。今後のリチウムイオン電池の輸

送方法に関する世界基準設定のためのプロジェクト

であり、我々は総出資額の 118 万ポンドのうちの 70

万ポンド以上の資金を確保しました。 

 

トライウォールは、ジャガーランドローバー社、3M 社、デンチパワー社、ポテンザ社、ラ

イフラインファイアアンドセーフティシステム社、安全衛生庁（HSE）、ウォーリック大学

が参加するコンソーシアムの一員です。私たちは最新のバッテリー技術を開発すると同時に、

リチウムイオン電池の輸送中における梱包および取り扱いに関する基準を設定します。 

 

この共同プロジェクトが「LIBRIS」と名付けられ、総出資額は 700 万ポンド弱になります。

英国政府が「ファラデー・バッテリー・チャレンジ」を通して出資を負担し、世界をリード

する企業と大学を結集し、最新の電気自動車バッテリー技術の開発に必要な研究を加速する

と考えています。「ファラデー・バッテリー・チャレンジ」は、英国のネットゼロエミッシ

ョン経済の実現において、重要な役割を果たしています。 

 

トライウォール UK のマネージングディレクター、Gavin Peters 氏は次のように述べていま

す。「より持続可能な方法で自動車への動力供給を実現することを目的とする同プロジェク

トは、トライウォールにとっても、そしてリチウムイオン電池の今後の開発と輸送にとって

も大きな意義があります。 

 

リチウムイオン電池は、一般的に携帯用電子機器や電気自動車に使用されていますが、軍事

また航空宇宙の分野における利用も人気を集めています。 

 

トライウォールの事業開発およびプロジェクトリーダーである Mike Valentine 氏は次のよ

うに述べています。「このプロジェクトでは、さまざまな専門家が集結し次世代の電気自動

車バッテリーの開発に挑戦しています。パワーソースと性能、そして安全性と製造など、す

べての分野がカバーされています。」 

  

 トライウォール がバッテリー輸送に関

する世界基準の設定に取り組む

 

トライウォール UK がバッテリー輸送に関する世界基準の設定に取り組む 
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9 月 1 日、モンマス - モンマスラフティングレースは、モンマスロータ

リークラブが主催する毎年恒例のイベントです。 今年で第 54 回目

となります。 

 

クラブ、企業、個人から慈善活動の資金を集めるためのイベント

で、モンマスのワイ川を 6.5 マイルをラフトで漕ぐ競争です。ラフ

トは、手作りで作ることが条件です。優れたデザインのノウハウによ

り、私たちは手ごわい競争相手になりました。 

 

トライウォールチームは、Kevin Williams さん, 

Tony Hooper さん, Rhys Jones さん, Dean Corbett

さん, Alex Huntさん, Matthew Griffithsさん, Sam 

Benett さん、Andrew Jones さん、そして Dave 

Bennet さんでラフトを漕ぎました。素晴らしい天

気に恵まれ、チームは力を合わせてレースを完走

し、2 位を勝ち取りました（完走できなかったラ

フトもありました）。 

集まった資金はすべて、St. David's Hospice Care（75％）およびモンマスロータリークラブ

が支援するその他の慈善団体（25％）に寄付されます。 

 

 

 

 

 

2019 年モンマスラフティングレースに参加 
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みんなの一員になるには何もいらないが、独立するには何もかも必要だ– ハンズ・ F・ ハンセン 

 

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

Malaysia-Awal Muharram Malaysia-Awal Muharram

Holiday

Indonesia-Muharram

Vietnam-Independence Day

United States-Labour Day

8 9 10 11 12 13 14
Hong Kong-The day following

Mid-Autumn Festival

PRC-Mid-Autumn Festival

Malaysia-Agong's Birthday

Taiwan-Mid-Autumn Festival

Korea-Harvest Festival

Holiday

Korea-Harvest Festival Korea-Harvest Festival

Holiday

15 16 17 18 19 20 21

Japan-Respect for the Aged

Day

Malaysia-Malaysia Day

22 23 24 25 26 27 28

Japan-Autumnal Equinox Day

29 30

2019

September

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

