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□本　  　　　      社　　〒321-0905　宇都宮市平出工業団地38-38
　　　　　　　　　　    Tel.028-660-5551  /  Fax.028-660-0539
□水　戸　支　店　  〒311-3116　東茨城郡茨城町長岡字新田3523-25
（ファクトリーソリューション営業本部）　　　  Tel.029-292-8500  /  Fax.029-292-8610
□つ  く  ば  支  店    〒305-0074　つくば市高野台3-16-7
（ファクトリーソリューション営業本部/サイン・看板事業部）　　　　  Tel.029-839-1777  /  Fax.029-838-5500
□東 京 オ フ ィ ス   〒130-0026　東京都墨田区両国3-21-8 MKビル2F
　    （サイン・看板事業部）　　           Tel.03-5625-4450  /  Fax.03-3633-0285

□神 奈 川 営 業 所   〒211-0041　川崎市中原区下小田中5-11-44 ルミエール新城1F
 （ファクトリーソリューション営業本部）　   Tel.044-755-5586  /  Fax.044-755-5046
□埼 玉 営 業 所  〒367-0035　埼玉県本庄市西富田220-2
（ファクトリーソリューション営業本部）     Tel.0495-25-3088  /  Fax.0495-25-3080
□大 分 営 業 所  〒874-0924　大分県別府市餅ケ浜町2-25 サンヨービル１階中
（ファクトリーソリューション営業本部）     Tel.0977-25-6110  /  Fax.0977-25-6118 2018年４月、今年も新たに５人のメンバーがマルワに加わりました!
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井口 孝吉 TAKAYOSHI  IGUCHI

サイン ・ 看板事業部

本年4月よりサイン・看板事業部に配属となりました井口孝吉と申します。
年齢は59歳ではございますが気持ちだけは若いつもりです。
いち早く関東マルワ産業の戦力となるべく精進してまいりますので、
よろしくお願い致します。

榊原 康政 YASUMASA  SAKAKIBARA

サイン ・ 看板事業部

教えられた事を忠実に行うだけでなく、自分なりのやり方を見つけ、
自分の技術として修得できる様に努力し、一日でも早く会社に
貢献出来るよう尽力して行きます。

薄根 友香 YUKA  USUNE

サイン ・ 看板事業部

仕事の事など分からない事が多くあるので、
覚えられるよう日々努力し、仕事の役に立てるようにしたいです。

三好 悠汰 YUUTA  MIYOSHI

ビジネスソリューション営業本部

色々分からない事が多く沢山迷惑を掛けてしまう事があると思いますが、 
仕事内容を一生懸命学び覚えて、一日でも早く会社に貢献できるように
頑張りたいと思っています。 今後とも宜しくお願いします。

小川 真弥 SHINYA  OGAWA

ビジネスソリューション営業本部

先ずは、社員の皆さんの名前・顔を覚え、業務では分からないことが
たくさんあるので、 先輩方の説明や行動を見て聞いて少しでも早く
会社に貢献できるように頑張りたいです。 
そして、お客様に信頼される営業ができるように目指していきたいです。 
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宣誓：我々は全社が一丸となってすてきなハーモニーが奏でられるよう、
会社を刷新（INNOVATE）していくことをここに誓います。

60 http://www.kanmaru.co.jp関東マルワ産業の詳しい情報はコチラ→

AGV

Before After

約1/4の軽さで
作業負担を軽減!
小型で軽量なので
交換作業がラクラク!

大きくて重いので
電池交換が重労働…

無人搬送車（AGV）を
誘導するために
使用するテープです。 幅×長さ：50㎜×25

材質：ラバー磁石

充電用電池の
保管スペースも
必要…

発煙・発火の
危険がなく安全!

「SPIシリーズ」は、鉛蓄電池からの置き換えが簡単で様々なメリットが
　あるリチウムイオン電池です。
注意：本ページ記載の数値は、AGV適用を想定したある条件下での当社独自の
　　　シミュレーションによる参考値です。

無人搬送車（AGV）をお使いの現場様へご提案

産業用リチウム
イオン電池

充電時に水素ガスが
発生しないので時間帯と
場所を選ばず充電できる!

安全上、充電場所に
制約がある…
水素ガスが発生するかも
しれないので、夜間の
無人での充電は心配…

こんなお悩みはございませんか？

AGVメーカー品は高い!

鉛蓄電池の

約1/4
の軽さ

1

2

3
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1時間の急速充電で
稼働率UP!
20分充電　も可能!
お昼休中に充電すれば
１セットでOK

※

※充電器の選定によって20分の
　充電にも対応

充電に８～10時間も
かかってしまう…
稼働中も充電の必要があり
稼働用と充電用の
２セット必要…

鉛蓄電池の

1/8
1時間で

充電可能
の時間

10年もの長寿命で
トータルコストを削減!
長期間買い換え不要で
トータルコストを削減!
しかもメンテナンスフリー!

たった1～３年で
買い換えが必要…
頻繁な買い換えにより
メンテナンス費が
かさむ…

SIPシリーズ鉛蓄電池

SIPシリーズ

鉛蓄電池

10年
寿命

1～3年
寿命

詳細につきましては営業担当まで
お気軽にお問い合せください。

ファクトリーソリューション営業本部
屋外広告物のお話し屋外広告物のお話し
サイン・看板事業部

vol.4vol.4

検査ってどんなことするの？

鉄骨や基礎みたいに中に隠れ
ちゃってるところはどうするの？

審査機関の検査担当者が現場に
来て検査してもらうんだよ。

まずは図面通りの位置に建っているか
大きさや使ってる部材を実際に見てだね。

そういうところは、鋼材の証明書
コンクリートの配合票

後は製作・施工時の写真で
判断してもらうんだよ。

図面や計算書を提出して
問題無いか確認して
もらう手続き

だろ？
でしょ？

図面や計算書を提出して
問題無いか確認して
もらう手続き

これも、ま・毎回・・・これも、ま・毎回・・・

誰にしてもらうんだ？

そうだよ。看板一つごとにね。でも
看板事業部のスペシャリスト達が
必要な物を揃えて検査に立ち会う
から任せておけば大丈夫。
『確認申請』と『完了検査』は
ワンセットと覚えてもらえれば. . .
これで安心して使って頂けます。

今回は『完了検査』の話しを
したいんだけど２人とも前回した
確認申請の話しは覚えてる？

そうそう(^ﾛ^)̃ ♪̃
『完了検査』は図面通りに建てられたか

どうかを検査してもらうんだ。

RFID、こんな風に使えるかも？他にも導入事例は？
など、お気軽にご相談ください！

電車やバスに乗る時、コンビニで支払いをする時、
IC カードをタッチするだけで支払いが出来る
サービスはみなさんもすでにご存知だと思います。
それらの技術にも使われているのが、
この「RFID（アールエフアイディ）」。
今、この RFID タグは IC” カード” だけではなく、
形や取り付け位置を替え様々な業界ジャンルで活躍
している事をご存知でしょうか！？
小売業や物流業で主流だったバーコードに変わる、
新たな電子情報読取りサービスをご紹介します！

バーコードと違って、RFID は箱の中などの見えな
いところにあっても、外から情報を読み取る事が
出来るのです！

ゲートを通過するだけで
何が出荷されたのか、何
が入荷されたのかを瞬時
に把握可能。入出荷ミス
も未然に防ぎます。

BS営業本部イチオシの IT 情報をお届けします！

RFID タグを組み込んだ値札を
利用し、自動会計システムの箱
の中に商品を入れる事で箱の中
全ての商品の情報を一瞬で読み
取る、出来る自動会計システム
です。
お馴染みの洋服屋さんで導入さ
れているので、活用された方も
多いのでは！？

封筒に入れたまま書類を
一括読み取りでき、手間
を削減。重要書類のチェッ
クもセキュアに行えます。

ビジネスソリューション営業本部 栃木SC J2昇格!

私たち関東マルワ産業は
これからも栃木SCを応援していきます!

栃木SC J 2 昇 格
おめでとうご ざ い ま す!

昨年J3を戦い抜き、見事に２位の座を
勝ち取った栃木SC。
３年ぶりのJ2昇格を決めました!

「マルワフェア2017～秋～」で
お越しいただいた廣瀬キャプテンの
活躍も目立ちました。
また、今年は元日本代表の大黒将志選手
も加わり、更なる攻撃力アップが
期待されます。

J2の舞台でもチーム力を発揮し
輝かしい成績を残して欲しいと思います。


