
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

秋冷が爽やかに感じられる好季節になりました。今期、事業部制組

織から職能別組織への改革に伴い、海外事業部は貿易部になりました。

貿易部は１９５５年（昭和３０年）に島之内営業所で開始した貿易業

務の原点であり、かつて諸先輩が東南アジアをはじめ中近東まで脚を

運び輸出入を推進した伝統ある部門名に身が引き締まる思いです。ま

た、今期は新たなスタッフも加わり、更に活動の場を広げるべく様々

な事に挑戦しております。その一つが新たな生産拠点の開拓です。マ

ツ六は東南アジアを中心に１０数社の海外協力メーカー様にオリジ

ナル商材を生産委託しておりますが、昨今の米中貿易摩擦や環境規制

厳格化により調達環境は目まぐるしく変化しております。長きに渡り

世界の工場として君臨している中国においても、米国向けの日用品や

雑貨が主品目な企業を中心に、隣国への生産シフトや工場移転の動き

が活発化しております。先般、マツ六が２００５年から生産拠点を確

立しておりますベトナムを訪れたところ、多くの中国企業が華人のネ

ットワークを活用して新興工業団地での投資話に花を咲かせており

ました。実際、半年前には区画整理だけが完了していた空地に多くの

工場が建設され、早々と操業を始めている現状を目の当たりにすると、

凄まじいスピード感と逞しさを感じます。 

そこで、マツ六が次に進めておりますのはインドネシアでの生産拠

点作りです。インドネシアは人口が世界第４位の２億６，５００万人、

大小約１３，５００の島からなり、東西は５，１００キロにも及び北

米の東西海岸間に相当します。インドネシア人は基本的におおらかで

楽天的、明るくフレンドリーな性格で、家族をとても大事にする国民

性です。時間に関する考え方では、「ゴムの時間（時間は伸びるもの）」

と言う概念があり、スケジューリングには余裕を持つことが大切です。

国民の約９０％がイスラム教徒であり、ラマダン期間は空腹のため集

中力が低下し作業効率が上がらない事もあるそうです。固定電話普及

率が僅か４％であるのにスマートフォンの普及率は９０％もあり、ス

マホを使った決済やバイクタクシーのライドシェアサービス、ＳＮＳ

の利用が活発でＩＴリテラシーは高いです。バイクの保有率は約９

９％とほぼ全ての人が保有しており、バイクが移動手段として欠かせ

ないものである事がわかります。人口は毎年３００万人のペースで増

加し、生産年齢人口（１５歳から６４歳）が２０３０年にかけて増加

する事から、人口ボーナス期による更なる経済発展が見込めます。ち

なみに１９歳未満が人口の３５％を占める一方で６５歳以上の人口

は７．３％であり、日本の２８．４％と比較しても非常に「若い国」 

といえます。国土の６割は森林で、天然ゴムもタイについで 

 

 

世界シェア２位であり豊富な天然資源を有します。マツ六がインドネ

シアに注目した鍵はこの豊富な労働力と資源にあります。アジアの生

産拠点における賃金事情を比較しますと、中国深圳地区を基準の１と

すればインドネシアのジャカルタは０．６、ベトナムのホーチミンは

０．５であり、インドネシアはベトナムより少し高い水準にあります。

しかし、ベトナムの人口が１億弱なのに対し、インドネシアには生産

年齢人口のアドバンテージがあります。ベトナムは一部の地域で工員

の離職率が高いことや、雇用難が工場経営の大きな課題となっている

のに対し、依然インドネシアは多数の工員を雇用しやすい環境にあり

ます。また、豊富な資源による材料コストの優位性も大きなメリット

です。実は日本語学習者数が約７４万人で世界第２位、在日インドネ

シア人は約４０万人で世界第１１位と親日国でもあります。勿論、こ

れらのメリット以外にデメリットもあります。世界でも最悪の水準と

言われる慢性的な交通渋滞では、時に８０ｋｍの距離を車で移動する

のに５時間要すこともあり、物流面のインフラ整備は大きな課題です。 

以前、中国出張の国内線フライトでたまたまお隣の席になった日本

人の方と知り合いました。いろいろお話を伺うと、お仕事は中国に進

出している日系企業の品質管理や生産管理であり、工員数が５０名程

から１０００名超えの大きな工場まで３０年も指導されているプロ

フェッショナルでした。この方に教わった品質や生産管理に優れた海

外工場の見分け方が非常にシンプルで心に残りました。 

・工員にしっかりと向き合い、手段や方向性が周知徹底されている事。 

・現場に飾りではなく、きちんと活用されている作業標準書がある事。 

この見分け方は工場の大小や生産品目を問わない事から、今では新

しい工場を視察する際の指針にさせて頂いております。そして、私の

好きな言葉に「好きだから楽しいのではなく、楽しむ努力をするから

好きになる」があります。最初から海外の業務が楽しかった訳ではあ

りません。無難な手法を選ぶのではなく、トライアル・アンド・エラ

ーを重ねて粘り強く進める事を心掛けてきた結果、海外の得意先様や

仕入先様との交流が大好きになりました。後々振り返った時、このタ

イミングでインドネシアを開拓したのは良かったと思えるよう、皆さ

まに安心してご愛用頂けるよう、商品の調達に努めて参りますので、

今後ともご指導ご鞭撻のほど宜しくお願い申し上げます。 

 

2019年 

【 貿易部として 】 

執行役員 貿易部 部長 

橋本剛志 

10月 1日 
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株式会社 アルファ

ナカ工業  株式会社

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）

1ボックスで
最大12世帯
共用可能

大容量収納
防滴設計
屋外設置も可能です

幅　：300mm
奥行：350mm
高さ：500mm
重さ：20Kg までの
荷物が受取れます。

２段積、横連結対応
色：シルバー/ブラック
右・左勝手扉

透湿防水シート（外壁用） 遮熱・透湿防水シート（外壁用）
ECO 遮熱・透湿コート
アルミコーティング　　 JIS A6111：2004適合品

10 年保証
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

表面にコーティング
したアルミで遮熱

遮熱性 反射率の高いアルミコーティング面が外壁から
屋内へ伝わる熱エネルギーを遮熱し効果的に反射します。

透湿性 空気を通す特殊フィルムを使用し湿気を外に逃がします。
防水性 外からの水の浸入を防ぎ住宅寿命をアップします。

透湿性 壁内部の水蒸気を外部に排出し、結露の発生を防ぎます。

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。

1000mm×50m（２本入り）1000mm×50m（２本入り）

遮熱遮熱

手すりにＬＥＤユニットを組み込んだ新しい照明のカタチ

廊下・階段手すりにLEDユニットを組み込んだ製品です。
照明が必要な場所を的確にライトアップしてくれます。
室内用手すりはもちろん、屋外用手すりに組み込めば屋外での使用も可能で、眩しすぎず目にやさしい間接照明として活用できます。

LED照明付
廊下・階段手すり

次世代住宅ポイント
対象製品



POINT

POINT

25mm以上

縦枠

間柱

出寸法が決まったら
下から六角棒スパナ
で固定します壁から手すり芯

52.5～67.5mm
（φ32の場合56.5～71.5mm）
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）
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35（32）短首ブラケット横型カバー付

35（32）出幅調整スリムエンドブラケットカバー付（左用・右用）

セレクトシリーズセレクトシリーズ 新商品！新商品！
にに

BD（BE）-71B・G・S

ブラウン

ゴールド

シルバー

木製ベースプレート80mm幅の場合でも、
エンドブラケットカバー付などと併用OK！

BD（BE）-72LB・LG・LS
開口部の縦枠や間柱に取付ける
ことができるエンドブラケット。

最大15mmの
出幅調整ができます。

手すり天端までの長さ
が既存品よりも短く、
80mm幅のベースプレ
ートの場合でも右記エ
ンドブラケットとの併用
が可能になりました。

※ロングスパン1400はご使用いただけません。

※ロングスパン1400はご使用いただけません。

ブラウン

ブラウン

ゴールド

ゴールド

シルバー

シルバー

※縦使い不可

左 用

BD（BE）-72RB・RG・RS
※縦使い不可

右 用

※幅25mm未満、MDF等強度不足の素材にはご使用いただけません。

短首ブラケットカバー付

エンドブラケットカバー付、
入隅用エンドブラケットカバー付、
エンドブラケット金属カバー付木製ベースプレート80mm幅

既存品
BD（BE）-01

本製品
BD（BE）-71

木製ベースプレート80mm幅にφ35の
エンドブラケットと短首ブラケットを取付ける場合

（単位：mm）（　）内はφ32タイプの寸法

エンドブラケットは
ベースプレートの
上端に合わせます。

短首ブラケットは３本線の
うち一番下のラインに下横
穴の中心を合わせます。

出幅調整スリムブラケット
BD（BE）-67との併用にオススメ！
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国際福祉機器展 H.C.R.2019

ご来場いただき、ありがとうございました！

2019.12月発売予定

2019.11月発売予定

手すりカタログ
発刊しました！

新商品多数掲載しています。

手すりカタログ
屋外・水まわり・室内まで、
手すり工事に必要な部材を持ち運びしやすい
100Pのコンパクトなカタログにまとめました。
介護保険を活用した住宅改修に対応する商品はもちろん、
新築・一般リフォームにもご使用いただけます。

とは…

ソトでも使える置くだけ手すり

L型

F型

上がりかまち用手すり

ブラケット縦型

短首ブラケット
横型カバー付

出幅調整スリムエンド
ブラケットカバー付
左用・右用

※カバー付

※カバー付
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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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金物建材営業部　東京支社
参事　山田　和弘（平成１６年入社、平成３１年より現職）

この度は、８月度の月間ＭＶＰ賞に選出頂き有難う
ございます。目標以上の結果が残せました事、
大変うれしく感じております。ひとえに御得意先
様、仕入れ先様のお力を頂き、残せた形だと
思っており、この結果のお返しをできる様努めて参
ります。今後ともご指導ご鞭撻の程、
何卒宜しくお願い致します。

10月12日は豆乳の日です。豆乳には、便秘予防や
肥満予防につながる大豆サポニンや、動脈硬化予防が
期待できるレシチンなど、様々な栄養素が含まれて
います。目安摂取量は１日200ml程度ですので、
摂りすぎないよう注意しつつ、
健康に役立ててみてはいかがでしょうか。

今年の４月、タイガーウッズがマスターズを優勝した際の

スピーチで『決して諦めてはいけない。それしかない。

常に戦う事。諦めたら道はひらけない』という言葉に

感銘を受けました。１０月に日本で開催される  ＺＯＺＯ

ＣＨＡＭＰＩＯＮＳＨＩＰのチケットを購入しました。

タイガーウッズのプレーを生で見られると思うと、今から

ワクワクしどんな体験ができるのかとても楽しみです。

つるべーシリーズ
株式会社  モリトー

長いスロープが置けない場所の段差解消に。
玄関・駐車場・施設・病院の浴室などに

オプション
・

取付工事別途

バリアパッキン 5・10
省エネ住宅に対応する、窓廻り・土台廻り用隙間防止材

●バリアパッキン 10
（主に土台廻り用）

●バリアパッキン 5
　（主に窓廻り用）

インサルパック　GS難燃 B1フォーム

１液ガンタイプの難燃適合品

株式会社 エービーシー商会フクビ化学工業  株式会社

EPDMゴムを特殊配合したスポンジ状のパッキン材
止水性にも優れ、耐熱性・耐候性において変化が少なく安定
3.5寸・4寸土台に対応

難燃指定箇所の施工や補修に
JIS A 1321の難燃３級試験に合格
繰り返し使用が可能な注入・充てんカートリッジタイプ


