
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新年明けましておめでとうございます。皆様におかれまし

てはお健やかに佳き初春をお迎えのことと心よりお慶び申し

上げます。旧年中は弊社に対しまして格別のご理解とご協力

を賜り厚く御礼を申し上げます。 

さて昨年は数多くの自然災害が日本列島を襲いました。被

害に遭われました皆様に心よりお見舞い申し上げます。ここ

大阪でも職人さんと一部復旧資材の不足により、未だ多くの

家屋や倉庫等がブルーシートに覆われて復旧工事が滞ってい

ます。特に瓦屋根の工事においては二年先まで掛かるそうで

す。需要が減少してきた商材において、生産設備を集約する

中で突如膨大な特需が発生すると長期にわたる供給不足とな

り結果多くの皆様にご迷惑をお掛けする事となりました。こ

こに深くお詫びすると共に今後の対策に懸命に取り組んで参

りたいと存じます。 

ここ百年に世界で発生した自然災害の被害総額で最も大き

かったのが 2011年 3月に発生した東日本大震災で 3600億ド

ル、二位が 1995年 1月に発生した阪神淡路大震災で 1970億

ドル、三位が 2008年 5月に発生した四川大地震で 1480億ド

ルだったそうです。つまり日本は世界で最も自然災害の多い

国家です。にも関わらず私達日本人は大自然を八百万の神々

として崇め、謙虚に敬い自然と共生する暮らしを日本の美意

識としています。私はこれこそが日本人の底力の源泉だと考

えます。私達のご先祖は繰り返す地震や台風、火山の噴火や

津波高潮に遭遇し、耐え難い艱難辛苦を幾たびも幾たびも唇

を噛み締めて乗り越えて来ました。そしてそこから互いに協

力し合って這い上がり、新たな知恵を生み出し、逞しく復興

を遂げています。昨年の漢字は「災」でした。「災い転じて

福となす」、「艱難辛苦汝を玉とす」とも言います。今年が

明るい未来に向けてのターニングポイントとなることを切に

願って止みません。 

今年の干支は「己亥（つちのと・い）」です。この年は順

調に成長する傾向にありながら中庸を心掛けないと落し穴も

あるそうです。植物の生命が閉じ込められた状態を表し、 

 

 

 

来るべき春にじっと待ち準備をするタイミングともいわれま

す。今年はラグビーのワールドカップが日本で開催され、翌

年にはいよいよ東京オリンピックです。2024年には統合型リ

ゾート、2025年には大阪万博とワクワクするイベントが目白

押しです。海外からの観光客が益々増加することでしょう。

外国人労働者も増えてきます。働き方改革も実施します。春

には新天皇が即位され元号も改まります。祝日も増えます。

消費税が 10%に増税され上期は忙しく下期は反動もあること

でしょう。私達を取り巻く経営環境は尚一層激変を余儀なく

されます。書籍『0→1を生み出す発想の極意』の中で著名な

コピーライターやクリエイティブディレクターの先生が示唆

するキーワードは「アート、コピー、コード、ストーリー」

でした。もはや経済成長と幸福度は深く関係せず、量を追っ

たモノ消費は薄れて上質なコト体験が求められています。顧

客欲求の９割は言語化出来ず潜在化している中で、企業は水

面下の膨大な顧客欲求を探索しなければなりません。情報も

伝えるから伝わる工夫が肝要です。これからの経営姿勢は如

何に本質的な業務を顧客視点で無駄なく進めるか！更に「ク

ールな合理性」一辺倒ではなく「ほんわかした感情」を織り

交ぜ愉快に運用する工夫を様々な経営局面に盛り込むべきだ

と思います。そのことで社会やお客様のお役に立つユニーク

な新商品や新サービスが創造出来るものだと考えます。 

私個人としては相変わらずの健康オタクと、新しもんへの

ミーハーは変えられそうにありません。今年は更に社内でヤ

ンキーの頭となって若い社員の育成に取り組みたいと思いま

す。 

本年も社員一同「協調互敬」の精神で猪突猛進する所存で

ございます。 

何卒宜しくお願い申し上げます。 
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【 謹賀新年 】 

 

代表取締役社長 

松本 將 

1 月 1 日 
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株式会社 淀川製鋼所
ヨドガレージ
ラヴィージュⅢ 新オプション「後面シャッター」「縦連結型」

「目隠し」「アクセントカラー」が新登場。
さらにユーティリティーが向上！
豊富なサイズオプション
防火仕様・止水仕様等防災オプションも充実

組み合わせ例
ガレージ+オープンスペース+ガレージ（目隠し）

正面側

ed-CUBE 電池式宅配ボックス

暗証番号とICカードが使える
タッチパネルを採用
触れるだけの
　スマート操作
閉じ込め防止設計

暗証番号及び IC カードで開閉が可能な電池式宅配ボックス

玄関カードキーとの
連動が可能
（edロックPLUSと同じ暗証番号やICカードで操作できます）

外形寸法
幅390mm×奥行460mm×高さ590mm
受取可能サイズ
幅300mm×奥行350mm×高さ500mm以下
重さ 20kg までの荷物が受取れます
２段積、横連結対応
右・左勝手扉　　色：シルバー /ブラック

神栄ホームクリエイト 株式会社
宅配ボックス（上下セパレート）

●電源不要のダイヤル錠式
●上下セパレートで組合せ自由
●防滴型は軒下など半屋外への設置可能

玄関錠 取替錠

株式会社 アルファ

その他アイテムはお問合せください

edロック  PLUS
多様な認証方式に対応した高機能電子錠

・WS-200-01　MIWA　RA用　扉厚 35-40mm
・WS-200-00　MIWA　LA用　扉厚 36-40mm
・WS-200-04　MIWA　LE/LSP 用　扉厚 32-40mm
・WS-200-04　CL-LE 付きMIWA　LE/LSP 用
　（CL-LE 錠ケース・ハンドル・サムターン付き）
・WS200-21ST　自動施錠タイプ　扉厚 32-40mm
　（錠ケース・レバー付き）
・WS-200-11　U-SHIN　SHOWA　LIXIL　QDJ-695 用
・WS-200-02　GOAL　LX 用　扉厚 36-40mm

暗証番号が
使える

ＩＣカードが
使える

おサイフケータイが
使える

シールキーが
使える

シールキー

標準/スリムタイプ・屋内型/防滴型

ボックスサイズ（内寸法）

標準タイプ
（Ｗ420）

1/3サイズ（Ｈ:263×Ｗ:361×Ｄ:382）
1/2サイズ（Ｈ:404×Ｗ:361×Ｄ:382）

1/1サイズ（Ｈ:819×Ｗ:348×Ｄ:382）

1/3サイズ（Ｈ:263×Ｗ:180×Ｄ:382）
スリムタイプ
（Ｗ220） 1/2サイズ（Ｈ:404×Ｗ:180×Ｄ:382）

1/1サイズ（Ｈ:819×Ｗ:180×Ｄ:382）

※内寸法は捺印ボックス等では多少変わります。

受取り可能な荷物サイズ

再配達を減らし、いつでも簡単に荷物が受け取れます。
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35（32）コーナーブラケット
金属カバー付 BD（BE）-68B・G・S

35・32
角度増しカップ

BDE-16B・G・S

ブラウン ゴールド

シルバー

高級感のある
金属カバー。 手すり棒の

のみ込みカット
マークつき

手すりの中心にも穴加工
しています。手すり棒の一
端は中心に、もう一端は
両側の穴にねじをとめる
ことで、ねじれによるガタ
つきを防ぎます。

木下地へは付属ねじで、コンクリート
下地には別売のM6アンカーで壁へ
取付けます。

カバーをする時は下の爪をいれてから
上をはめ込みます。
※カバー脱着用穴にマイナスドライバーを
差し込んでまわすとはずせます。

ブラウン

ゴールド

シルバー

※800mm（φ32の場合は650mm）を
　超える場合は、間にブラケット縦型を
　入れてください。

手
す
り
棒
の
長
さ
800m

m
以
内

（
φ
32の

場
合
は
650m

m
以
内
）

※φ35の手すり棒を取付ける
　場合、32用変換アダプター
　は使用しません。

出隅自在ブラケットK（BDE-12）に取付けて、
まわり階段の内側にも急勾配の手すりを
取付けることができます。（45°～90°）

35・32出隅自在
ブラケットK

35・32
角度増し
カップ

適応ブラケット品番
BDE-12

セレクトシリーズにセレクトシリーズに新商品！新商品！
2019年1月発売予定の新商品をご紹介します！
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埋め込み式支柱用化粧カバー
後付けが付属しています。

ベースプレート式支柱用化粧カバー
後付けが付属しています。

80
0

60
0

左から
　木目ダーク＋ステンカラー色
　木目ナチュラル＋ダークブロンズ
　チョコレート＋ステンカラー色

■6パターンのカラーバリエーションからお選びいただけます。
■高さ調整機能付で設置後に高さ調整が可能です。
■支柱は埋め込み式とベースプレート式の2種類。
■支柱用化粧カバー後付けが付属しています。

コンパクトな１本支柱式手すり！
型スタンドｇ

ステンカラー色＋木目ダーク ステンカラー色＋木目ナチュラル ステンカラー色＋チョコレート

ダークブロンズ＋木目ダーク ダークブロンズ＋木目ナチュラル ダークブロンズ＋チョコレート

カラーは ６パターン

（単位：mm）

■横型としてもご使用
いただけます。
■手すり棒をカットして
長さを調整できます。

ねじ隠しキャップ付

Ⅰ型ハンド
フリーRレール

埋め込み式 ベースプレート式

好評発売中

施工が簡
単！

Ｉ型ハン
ドも

好評発売
中！
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古川　道仁 南條　晃希

この度は１１月度のＭＶＰに選出

いただきありがとうございます。

各お得意様をはじめ仕入先様、関連

部署の皆様、海外事業部のスタッフの

皆様に厚く御礼申し上げます。今後も

より一層の努力を続け協調互敬の

精神で日々自己研鑽に努めて参ります。

弊社では、月間で最も優秀な成績を残した社員を『月間ＭＶＰ』として表彰しています

月間ＭＶＰは

いよいよ冬本番の季節となりました。最近、通勤手段を自転車
からウォーキングに変更しました。片道約３㎞を３５分の
ペースで歩くのですが、会社に着く頃にはカラダが温まり頭も
スッキリするので良いスタートがきれます。
しばらく寒い日が続きますが、風邪をひかないよう体調管理を
整えたいと思います。（古川）
最近、１歳４ヶ月になる娘がよく歩き回るようになり、扉という
扉を全て開けては暖めた部屋を冷やしてしまいます。夫婦共々
寒さに弱いので、対策としてこたつを買う事を決めました。
そんな我が家の小さな怪獣に翻弄されながらも、
毎日充実した生活を過ごせております。（南條）

１月２３日はアーモンドの日です。アーモンドは
様々な効能があるスーパーフードとして注目を
集めています。腸内を綺麗にする食物繊維が多く、
肌を健やかに保つオレイン酸が豊富で、
「若返りのビタミン」と言われるビタミンＥが
豊富な食材の代表格にも挙げられています。
１日当たりの適切な摂取量は20～25粒程度ですので、
適切な量を摂取して健康に役立てましょう。

主幹　古川　道仁（平成１５年入社、平成３０年より現職）
社員　南條　晃希（平成２９年入社、平成２９年より現職）

海外事業部　開発営業課

バリアエース
フクビ化学工業 株式会社

高断熱・高気密住宅の内装下地施工に欠くことのできない
気密・防湿シート

透湿防水シート（外壁用）

防水性 壁内部に雨などの水分が浸入するのを防ぎます。
施工性 強度に優れていて施工が容易です。

透湿性 壁内部の水蒸気を外部へ排出し、結露の発生を防ぎます。

1000mm×50m　（2本入り）

JIS A6111：2004適合品
10 年保証

住まいを結露から守る！

ECO透湿コート

黒
　　　　　　両面タイプ
EAR-50　  50mm×20m（24 巻入り）
EAR-75　  75mm×20m（18 巻入り）
EAR-100    100mm×20m（12 巻入り）

　　　　　　片面タイプ
EAK-50　  50mm×20m（24 巻入り）
EAK-75　  75mm×20m（18 巻入り）
EAK-100    100mm×20m（12 巻入り）

EAKW-50  50mm×20m（24 巻入り）
EAKW-75  75mm×20m（18 巻入り）

黒

白

片面 両面

気密・防水テープ
ECO アクリル粘着テープ
アクリル系粘着材を使用している為、強粘着を保てます。
基材にクロス材を使用している為、手で簡単に切れます。
トルエン、キシレン等を含まない環境配慮型商品です。

バリアエース　100Ｓ
厚み×幅
0.10 ㎜×1,100 ㎜×100ｍ巻

JIS  A  6930（住宅用プラスチック系防湿
フィルム）と同等以上の気密性能を有して
いるため、平成２５年省エネ基準仕様住宅
にもご使用いただけます。また、住宅金融
支援機構の基準も満たしております。


