
本格的な春の到来です。新年度がスタートし、今年も我社

に 9 名の新入社員が入社致しました。彼らの新しい発想や若

い感性は次世代のマツ六を創造する大きな原動力となります。

古い慣習に囚われず、いまだかつてないモノ創り、コト創り

に挑戦し、そこから仕事の楽しさを見つけて自らの成長へと

繋げて行く…。そんな働く喜びを、マツ六と一緒に分かち合

いましょう！ 

さて、ご承知の通り昨今は若年人口の減少で企業の採用活

動も超売り手市場でなかなか新卒採用が出来ない「採用氷河

期」が続いています。大手企業でも応募者が集まらず、内定

式が開けない会社もあるそうです。また団塊世代の本格的な

引退が重なり、企業現場では構造的な人手不足に陥っていま

す。最近では大手飲食チェーン店やコンビニ店舗で年中無休

や 24時間営業の看板を下ろしたり、人手確保の賃金改善で商

品やサービス単価の値上げに踏み切る等、人手不足が原因で

戦略の見直しを迫られる企業も増えております。帝国データ

バンクの調査（ｎ=9856）によると、正社員が不足していると

回答した企業が全体の 53.0％と過半数を占め、1 年前の調査

から 1.9 ポイントの増加と過去最高を更新しています。今後

の生産年齢人口（15歳～64歳）の減少を考慮すると、近い将

来、採用活動の成否が企業の存続を左右する時代が来るでし

ょう。若い世代が興味を持ち、その仕事に魅力を感じ、選ば

れる企業になるには一体何が必要なのでしょうか？ 

若い世代を指すキーワードに「ミレニアル世代」という言

葉があります。ミレニアルとは千年紀を意味し、2000 年以降

に成人あるいは社会人になる世代のことを「ミレニアル世代」

と呼びます。この世代は働く動機や物事の発想がそれまでの

世代と異なるだけでなく、今後の労働市場、消費市場の中核

を担う存在として注目を集めています。各種の調査によると、

この世代の特徴は、①10 代の頃からスマホと接して育ち、イ

ンターネットを自分の身体機能の一部として使いこなす「デ

ジタルネイティブ」であること、②SNS（Social Networking 

Service）を通じ、多くの個人の考え方に触れる機会が多く、

「多様性」を当たり前に受け入れられること、③情報共有を

活発に行い、共通の趣味や価値観を持った人との繋がりを大

切にし「仲間意識」が強いこと、④仕事よりもプライベート 

 

を優先し、「ワークライフバランス」を重視する人が多いこと、

⑤社会問題に強い関心を持ち、「社会貢献意識」が高いこと、

等が挙げられます。ここで注目したいのは最後の⑤の特徴で

す。特にこの世代は米国の同時多発テロやリーマン・ショッ

ク、その後の金融危機、東日本大震災や原発問題、企業の過

労死問題など数多くの社会問題を見聞きした体験が大きく影

響しており、更に自身の信条のためにボランティアや寄付に

参加する人も多いそうです。この特徴は彼らの仕事観を形成

し、企業を選ぶ基準にも大きな影響を与えていると思います。 

手前味噌ですが、最近弊社に面接に来られる学生の志望動

機に「高齢化社会に貢献する御社に入社したい」とか「高齢

者の健康寿命を延ばす取り組みに共感したから」、更には「祖

母の足腰が弱く手すりの重要性を感じ、御社の商品開発で貢

献したい」等を挙げる学生が非常に多くあります。これは弊

社の取り組む事業の延長線上にある社会問題解決に対し、仕

事を通して社会に貢献することに、彼らが興味を持ち志望動

機につながっているのではないかと思うのです。 

翻って我々企業のあるべき姿を考えると「誰のために、何

のために事業を行うのか」という大義を持っている会社は、

多様化する人の価値観を一点にまとめる力を持ち、人は大き

な力を発揮します。更に「社会や人から感謝される仕事」と

いう真心で取り組める仕事は、いかなる困難も克服する力、

新しいものを生みだす力、人を喜ばす力、そして人を惹きつ

ける力があるのではないでしょうか。これは日々の我々の業

務にも当てはまり、意識して取り組まなければならないこと

と思います。 

マツ六は今後とも若い世代の志を大切にし今期も精進して

参ります。 

関係各位におかれましては、引き続きご指導ご鞭撻の程よ

ろしくお願い申し上げます。 

2019 年 

【 ミレニアル世代の志 】 

専務取締役 管理本部長 

松本 渉 

4 月 1 日 
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床下収納庫［アルミ枠］

カネソウ株式会社
フロアーハッチ  各種
MSBC-F、MSBC-FB
ショールームや店舗などでお使いいただける、
電源プラグ差し込み部が目立たない小径の
フロアーコンセント用カバーです。

S-1
スチール製ステンレス目地
一般形 歩行用の大口径ハッチです。

スマートスリット /スマートトラフ
（鋼製溝付スリットみぞ蓋）
軽量で取扱い易い
ステンレス製スリット蓋です。

スリット蓋のメインバーはゴミが入りにくく、
ゴミ詰まりしにくいＴバー仕様です。

蓋  VSQH
　すきま6mm
 （ P＝14mm ）
枠  SKFS

株式会社 ダイケン

PKC型〈スタンダードタイプ〉

「ＣjＫ部材基準」に
対応したスタンダードタイプ

「ＣjＫ部材基準」に
対応した気密・断熱タイプ

深型：Ｈ450mm

収納容量：105Ｌ
（ビール大瓶30本または一升瓶約16本）

耐収納質量：75kg

枠：ブロンズ/シルバー/ステンカラー

PKCD型〈気密・断熱タイプ〉

深型：Ｈ450mm

収納容量：70Ｌ（ビール大瓶30本）

耐収納質量：75kg

断熱材により断熱性能が向上。
改正省エネ基準（平成25年基準）
全地域対応

枠：ブロンズ/シルバー/ステンカラー

※断熱材の厚み含まず

※長期使用対応部材（ＣｊＫ部材）とは、長期にわたってメンテナンスを容易にするために互換性をもたせた部品・部材です。

画像はPKCB型 画像はPKCBD型

株式会社川口技研
ホスクリーン  HQS 型
［SPC 型・QL 型（室内用物干竿）・QLH型（QL型用フック）室内用物干金物フルセット品］

HQS-15

セット内容
SPC 型：２本　QL-15：１本
QLH型：１セット（２個）

HQS-23

セット内容
SPC 型：２本　QL-23：１本
QLH型：１セット（２個）

SPCS 型・SPCL 型とのセット品も
受注生産でご用意しています。

MSBC-F MSBC-FB
（黒塗装仕様）

NEWNEW

NEWNEW



転倒予防ナビからチェックしてください。

高齢者の転倒予防 情報発信サイト高齢者の転倒予防 情報発信サイト 「転倒予防ナビ」へは
スマートフォンから
アクセス！

https://tentouyobounavi.com/

大 切 な 人 を 転 倒 から 守 る

「お絵かき手すりプロジェクト」ムービー公開中！
ＨＣＲ2018で上映し、ご好評いただいた

「お絵かき手すりプロジェクト」のムービーを
YouTubeマツ六公式チャンネルで公開しています。

マツ六公式
チャンネル

マツ六
Webサイト

商品動画ページor
からご覧いただけます。

商品の
施工をさらに 効率的に！

で紹介・施工動画

商品の特長や手すり棒のカット方法、カバーの取りはず
し方など必要な情報が見つかります。
ユニットバス、在来工法など全4種類の壁について、それ
ぞれの施工手順を詳しく紹介しています。
ソフトアクアレールプラスを初めて施工される方でも
これを見れば安心！

各アイテムごとに商品の特
長や施工手順を紹介して
います。

ソフトアクアレールの特長
や壁ごとの施工手順を紹
介しています。

ステンアクアレールの部材
の施工手順を紹介してい
ます。

支柱ロングタイプなど
新商品の特長も紹介して
います。

たよレールシリーズの設置
方法や取りはずし方などを
紹介しています。

踏台やエコ引き戸、錠前な
ど数多くの商品の動画を
ラインナップしています。

その他にも！

例えば

こんな動
画も

施工手順

商品紹介
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写真大募集！
施工例 設置例

After After

After

After

Before

Before

Before

Before

詳しくは弊社Webサイトの応募専用フォームをご覧ください。

マツ六では、弊社オリジナル商品を使用した施工・設置事例の写真を
募集しております。ご応募いただいた写真は、当社のカタログ・ホーム
ページなどでご紹介させていただくほか、新商品開発の資料とさせて
いただきます。ぜひあなたの自慢の現場を披露してください！

蓬莱の豚まん
ギフトセット

プレゼント！プレゼント！

募集要項
の内容を

満たして
いる写真

を

送っていた
だいた方

全員に

https://www.mazroc.co.jp/cp/mailform.php

毎年恒例！

過去にご応募いただいた写真を一部ご紹介！

フリーRレール

島根県 K様邸

セレクトシリーズ

兵庫県 Y様邸
フリーRレール
g型スタンド

群馬県 K様邸
ソフトアクアレール

愛知県 M様邸

After

Before

キャンペーン期間
2019.4月1日㈪～
4月26日㈮まで

皆様の
ご応募をお待ち
しております！
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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
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住宅資材事業部　住宅資材西日本営業部署
主査　大畠　正裕（平成２３年入社、平成２７年より現職）

この度は２月度の月間ＭＶＰに選出頂き

ありがとうございます。お得意先様をはじめ

仕入先様、関係部署の皆様、住宅資材事業部

スタッフの皆様、この場を借りまして厚く

御礼申し上げます。これに満足せず、

新たな期も頑張って参ります。

先日、裏庭に甘夏柑を植えました。土を入れ替える
べく地面を掘り始めるとすぐに硬い粘土質が。
ツルハシを準備し、土日の空き時間を使って
岩のような粘土質を砕きながら少しずつ掘り進み、
３週間かけてやっと開口1.2m×60㎝、深さ60㎝の
穴が完成。そこに腐葉土等を入れて棒苗を無事
植える事ができました。数年後の収穫と
黄色い実の生る裏庭の景色が楽しみです。

春は、人事異動や入社などで職場環境や人間環境の

変化が起こり、ストレスも溜まりがちになる季節です。

起床後のラジオ体操、一駅手前から歩く通勤、

仕事や家事の合間のストレッチなど、

毎日の運動で心身をリフレッシュさせ、

ストレス解消を先送りしない生活に切り替えましょう

ウォールラック
カンタン取り付けで後付けできる壁面収納

株式会社 オリジン（ベルク）
引越し、改装等のオフィスプランニングまるごと相談ＯＫ
株式会社 ナイキ

岡田装飾金物 株式会社
ビニールカーテン

ノレン式カーテン

ネットカーテン

防犯ネット
快適空間の創造
環境問題
省エネ対策に


