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　謹んで新年のご挨拶を申し上げます。

　会員の皆様におかれましては、つつ

がなく新しい年をお迎えのこととお慶

び申し上げます。

　さて、３期目を迎えた安倍首相の任

期は今年５月に小泉純一郎氏を抜いて

戦後３番目の長期政権となります。

　今の処さしたる対抗馬も見当たらず、

自民党の総裁任期が2021年の９月ま

で延長された場合、在籍は10年近く

に及び戦前の桂太郎首相より681日も

長い3567日という最長不倒距離を記

録するため、ノーベル平和賞受賞も夢

ではなく、伊藤博文首相同様、近い将

来お札の顔になることでありましょう。

　政局の安定を反映してか、我が国の

経済の足元を見ると昨年の７月～９月

期の実質国内総生産（GDP）が前期

比0.5％増（年率2.2％増）と３期連

続のプラス成長となり2016年度の成

長率は前年度比０％台後半になる見通

しです。さらに日経平均株価も昨年の

12月に年初以来の高値を更新しまし

たが、これは「OPEC総会」が無事終

了し原油市場が安定したことと、大方

の予想に反してドナルド・トランプ氏

が大統領選に勝利したためドルが買わ

れ、円安が急激に進んだため有力な輸

出企業の株価を押し上げたことに依り

ます。

　一方、平成28年度の建設投資は、

前年度比1.6％増の51兆7,700億円と

４年連続でGDP比10％以上を記録し、

過去10年間で最大の数字となる見通

しです。

　又2020年の東京オリンピック・パ

ラリンピック関連工事もボート・カ

ヌー・バレーボール会場が「元の鞘」

に収まり、総工費450億円規模の晴海

の選手村も今年早々から着工の見通し

で、競技施設の建設や防災関連を含め

るとバタバタの突貫工事が展開される

ものと予想されます。

　加えて、首都高速道路の大型修復工

事や2020年の暫定開業を目指す山の

手・京浜東北線の品川新駅（仮称）の

駅前開発、2027年に品川～名古屋間

の開業を予定しているリニア中央新幹

線の建設と首都圏に於いては大型プロ

ジェクトが目白押しであります。しか

し、一番の課題は人手不足の問題です。

　最近の入札案件では、人材を確保で

きないための不調が数多く見受けられ

ますが、オリンピックが予定通り開催

「i-Construction」への対応と
業界の地位の向上のための施策を展開

日本建設機械レンタル協会　東京支部

支部長　藤 本  俊 雄
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されないとなるとそれこそ世界の笑い

ものになります。

　特に深刻なのは、現場を預かる技能

労働者の不足です。平成４年の84兆

円をピークに建設投資が低下し続けた

ため、若年層の建設業界への就業者数

が減少し熟練した技能労働者の高齢化

が進んだ結果、工事の生産性が急激に

落ちるという事態が発生しているので

す。さらに、向こう10年間に330万

人いる技能労働者が110万人以上減る

ことが予想されています。

　それらの事態を乗り切るために一昨年

の11月に石井国土交通大臣が発表した

のが、情報化施工による自動化を３次元

的にもう一歩進めた「i-Construction」

構想です。今年度中にICT土工機を使

用した「i-Construction」工事が

1000件以上実施の予定で、私が昨年を

“「i-Construction」元年”と位置付

けた通り、此処１年で急激に建設業界

に浸透してまいりました。ICT建機は、

ご承知の通り現行機に比べて金額がか

なり張るのと同時に高度の技術的ノウ

ハウが要求されます。そこで我々レン

タル業者の出番が回って来るのです。

　現在、ICT建機はメーカーレンタル

さんか広域レンタルさん以外余りお持

ちでないと思われますが、５年先、

10年先の工事現場は様変わりし、そ

れに対応できないレンタル業者は撤退

を余儀なくされるものと予想します。

　従って、東京支部としてはショベルメー

カーさんの協力を得て、「i-Construction」

に関する勉強会をすでに３度実施して

いますし、機会が有ればさらに回数を

重ねて参りたいと考えています。

　その他、レンタル業の地位の向上の

ため「登録制度」の実施検討や「レン

タル管理技士」制度の復活、「車両貸

し渡し契約」や「わかりやすい就業規

則」の策定なども進めて参る所存です

ので、本年も会員の方々のご支援ご協

力を心からお願い申し上げます。

　年頭に当たり本年が最高の年となら

れますよう祈念して新年のご挨拶と致

します。

平成29年　元旦
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平成28年

 ９月 ７日（水） 商品講習：明和製作所、東空販売 川口総合文化センター

 ９月13日（火） 流通委員会 山の上ホテル

 ９月13日（火） 28年度第３回理事会・正副会長会議 山の上ホテル

 ９月27日（火） 第155回TRゴルフ会 成田ハイツリー

10月 ３日（月） 協会ニュース83号発刊

10月11日（火） 関東ブロック会議 TKP軽井沢研修センター

10月12日（水） 関東ブロック対抗ゴルフ大会 軽井沢72ゴルフ場

10月13日（木）

・14日（金）
職長・安全衛生責任者教育 山東ビル

10月14日（金） 東京協議会：三役会議 協会事務室

10月20日（木） 管理者教育講習 日本教育会館

10月21日（金） 千葉協議会：勉強会 三井ガーデンホテル千葉

10月21日（金） 特殊機械部会現場見学会 八ッ場ダム

10月27日（木） ICT（情報化施工）勉強会 コベルコ市川センター　

11月 ２日（水） 教育広報委員会 山東ビル

11月 ８日（火） 流通問題勉強会 グランドヒル市ヶ谷

11月 ９日（水） 茨城協議会ゴルフコンペ 美浦ゴルフ倶楽部

11月15日（火） 東京協議会：役員会 山東ビル

11月16日（水） 商品講習：ユアサ商事 ユアサ商事本社

11月18日（金） 埼玉協議会ボウリング大会 大宮グランドワン

11月20日（日） 懇親行事：キッズ・マジックショー グランドヒル市ヶ谷

11月25日（金） 八ッ場ダム見学会 群馬県長野原町

11月29日（火） 茨城協議会：勉強会 ホテルグランド東雲

12月 ５日（月） TRゴルフ幹事会 協会事務局
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平成29年

 １月16日（月） 平成29年新年賀詞交歓会 グランドヒル市ヶ谷

 １月18日（水） 千葉協議会：新年賀詞交歓会 三井ガーデンホテル千葉

 １月27日（金） 茨城協議会：新年賀詞交歓会 ホテルグランド東雲

12月 ６日（火） 千葉協議会：ゴルフコンペ 富里ゴルフ倶楽部

12月 ９日（金） 特殊機械部会 山東ビル

12月14日（水） 28年度第４回理事会・正副会長会議 グランドヒル市ヶ谷

12月14日（水） 賛助部会合同年末懇親会 グランドヒル市ヶ谷

12月18日（日） 懇親行事：クリスマスサンセットクルーズ 東京湾

12月26日（月） 協会ニュース84号発刊
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平成29年新年賀詞交歓会が１月16日

（月）午後５時より、ホテルグランドヒル

市ヶ谷瑠璃の間において417名（正会員

183名、賛助会員186名、建設会社33名、

来賓５名、報道他10名）のご参加をいただ

き会場を埋め尽くす皆様の熱気の中本年も

盛大に開催されました。

今年は東京オリンピックに向けた関連工

事も本格的にスタートし、新品

川駅開設に伴う地域開発、首都

高速道路の大規模改修工事、リ

ニア新幹線工事等々大型工事が

多く出件され、我々業界として

も一段の盛り上がりが期待され

会場にも明るい雰囲気が感じら

れます。

冒頭、藤本支部長より「建設業

界の深刻な人手不足の解消や品

質確保等のためi-Construction

のパートナーとしての役割を

我々レンタル業界が担って行

く」との力強い挨拶が有り、来

賓としてご出席の協会本部の角口会長より

「建設業界の信頼と地位向上に向けての登

録制度の確立など精力的に取り組んでい

る」とのお話をいただきました。

その後、賛助会員のクボタ建機ジャパン

伊達社長の元気な「乾杯！！」の発声で和

やかな交歓会へと進みました。

支部長　藤本　俊雄

今年も410名を超える皆様がご出席され盛大に開催

平成29年 新年賀詞交歓会
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国土交通省
関東地方整備局 企画部
機械施工管理官
佐々木　喜八

㈱クボタ建機ジャパン
代表取締役社長
伊達　康二

賛助会員　伊藤忠建機㈱
　　　　　常務取締役
　　　　　福井　洋輔

正 会 員　AJALM㈱　レントリー茨城㈱
賛助会員　㈱スーパーツール　ヘラマンタイトン㈱
　　　　　柏木工機㈱　丸磯建設㈱ 　㈱サクラコーポレーション
　　　　　イー・イー・ティジャパン㈱　Jウイングレンタリース㈱
　　　　　日本ニューマチック建機㈱

副支部長　福山　慎一

㈱大林組
機械部長　
樋口　幹也

(一社）日本建設機械
レンタル協会
会　長　角口　賀敏
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　2016年11月８日（火）、９回目とな

る流通問題勉強会をホテルグランド

市ヶ谷にて開催しました。今回は100

名の定員に対して134名の参加をいた

だきました。ご多忙の中ご参加いただ

きました皆様に改めて感謝申し上げま

す。

　さて、今回の勉強会ですが第一部は

「地場レンタル会社の先進的な取り組

み」、第二部がスポーツジャーナリス

トの松瀬学氏の「特別講演」の２部構

成にて開催しました。

　第一部の「レンタル会社の先進的取

組」は３つのジャンルに分け『商品管

理』として、㈱アールアンドアールの

矢澤大輔氏に「レンタル機の品質管理

と商品管理」、新光重機㈱の橋田法清

氏に「MEFシステム・レンタル機械の

変身」を、『人材育成』として㈱日商

機械の下村哲也氏に「社員教育と人材

育成」、㈱トーメイの加藤浩孝氏に「女

子社員の活用事例紹介」を、『新規顧

客開拓』として㈱城南建材社の池田勝

信氏に「新規顧客の取組・カード決済」

を、私が「農業市場とレンタルへの取

組」について６社よりプレゼンテー

ションを行いました。

　１社20分という限られた時間の中で

パワーポイントとレジメをもとに各社

プレゼンテーションをしていただきま

した。３テーマとも現在我々にとって

重要な経営課題であり、各社各様の取

組を知ることで貴重な話を聞くことが

出来ました。昨年度の広域レンタル業

者４社の経営課題への取組と比較され

た方も多いかと思います。会社規模は

違いますがより身近な会社、より身近

な課題として経営に対するヒントとし

て参考になったのではないでしょうか。

　第二部では、ノンフィクションライ

ター・スポーツジャーナリストの松瀬

学氏に「スポーツの力・リオオリンピッ

ク～ラクビーＷ杯、そして東京オリン

ピック」というテーマで講演をいただ

きました。アメリカの大統領選挙の話

から始まり、話題となっております

2020年の東京オリンピックの会場に

ついて、昨年のラクビーワールドカッ

プ、そしてリオオリンピックの話など、

ご自分で撮られた現地の写真と現地で

副支部長・流通委員長
小松崎 伸一郎（小松崎機械㈱）
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の体験を細かくお聞きしました。また

様々な競技の指導者と選手を取材して

得た話などをしていただきました。私

ども建設機械レンタル業界にとって

2019年のラグビーワルードカップ、

2020年の東京オリンピックが、ビッ

グチャンスと捉え、どう取り込んでい

くかが課題になります。

　また、終了後は懇親会を開催しまし

た。懇談の中で皆様から勉強会につい

ての様々な意見をいただきました。こ

れからの流通委員会を進めるなかで参

考にしていきたいと思います。勉強会

同様に有意義なものになりました。

　最後になりますが、今後我々業界も

当面の活況とオリンピック後の縮小が

予想されます。会員各社との情報交換

を図り、様々な流通問題の解決に向け

て取り組んでまいります。

　これからもご意見、ご要望をいただ

きたいと思います、今後とも宜しくお

願い致します。

プレゼンターのみなさん

特別講演：松瀬学さん

会場の様子

会場の様子

い

。こ
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　今年度は毎年の商品講習（機器の取り
扱い、トラブルシューティーグ等）と併せ、
経営課題のテーマも取り入れ賛助会員の
ご協力を頂き３講座開催いたしました。

講座１　㈱明和製作所、東空販売㈱
　開催日：９月７日（水）
　場　所：川口総合文化センター
　受講者： 27名
　テーマ： 明和製作所講習：
　　　　　 ランマー、プレートの日常点

検のポイントとトラブル
シューティング

　　　　　 東空販売講習：
　　　　　 エアーツール商品のメンテナ

ンスでのトラブル解消のポイ
ント

　参加者の多くが技術職、経験年数も
40年から１ヶ月まで幅広いキャリアの
方々ですが皆さん真剣に受講されました。
両社ともトラブルシューティングを主
テーマに点検のポイントを細かく説明を
受け、特に今回の重点事項である日常点
検の大事さをしっかりと理解することが
出来ました。
　受講者から「正確な日常点検の実施は
トラブル防止になるだけでなく、コスト
の無駄がかなり解決できることが非常に
勉強になった」との感想でした。

商品講習PART Ⅵ

㈱明和製作所、東空販売㈱

受講者のみなさん受講者のみなさん

東空販売講習 明和製作所講習
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講座２　東日本コベルコ建機㈱　
　開催日：10月27日（木）
　場　所：東日本コベルコ建機 
　　　　　南関東支社　市川センター
　参加者：85名
　テーマ： ICTの基礎知識・業界・世の中

の流れ、導入事例、実機研修

　国土交通省が導入を推進していること
もあり非常に関心も高く、当初は定員
40名の１回開催でしたが告知後すぐに
申込者数が募集人員に達したため、午前・
午後の２回開催定員80名に拡大し85名
の方が受講することができました。ICT
はこれから建設現場で生産性の向上、ま
た労働者・熟練技能者の不足、併せて品
質確保等のため国土交通省も幅広い工事

現場への拡大を目指しており、今後地方
自治体の工事まで導入が拡大していく状
況です。
　当日はICTホルナビ推進室の渥美講師
のパワーポイントを使った２D、３Dの
説明とヤードでのマシンガイダンス装置
装着による油圧ショベルの実機見学・解
説がありました。特にディスプレイの表
示と音声で掘る作業をナビゲートするマ
シンガイダンスは判りやすく、参加され
た地場レンタル会員の関心度の高まりに
応えられた理解しやすく身のある内容の
研修となりました。
　協会としてもこれからもICT関連研修
会の実施を計画していく予定です。その
折は是非ご参加ください。

東日本コベルコ建機㈱

実機見学

受講者のみなさん

実機見学

コベルコ建機 渥美講師
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講座３　ユアサ商事㈱
　開催日：11月16日（水）
　場　所：ユアサ商事 本社会議室
　参加者：42名
　テーマ： BCP研修「建設機械レンタル

業に求められる有事のスピード」

　第一部では㈱富士通総研の菊池講師よ
り近々起こりうる可能性がある首都圏直
下型地震等の大規模自然災害時を想定し
たBCP（事業継続計画）の必要性につ
いて講義をいただきました。今後自然災
害は必ず起こるといわれています。自社
が有事に追い込まれたときにどの様に対
応していけば良いのか、「あなたの会社
は事業継続の能力がありますか？」との
問いに明確な返答に窮します。取組みを

進めている企業の事例を紹介しながら急
激な環境変化に対応できる組織文化を目
指す大切さについて講義を受けました。
　第二部では、ユアサ商事㈱の江村様よ
り、この事業継続への取組を防災と言う
切り口から営業に活かすことができる身
近なビジネスチャンスの可能性について
お話をいただきました。BCPを考えて
いる企業はこれから増えていきます。発
電機、投光器、通信システム、小型蓄電
池、防災倉庫等レンタルで扱える商品群
を防災向けにどの様な提案ができるか新
しい戦略が見えてきます。このリスク管
理と準備、防災を通しての視野の拡大に
ついて大変参考になる勉強会となりまし
た。

ユアサ商事㈱

会員の加入勧奨について事務局より①事務局より①

　今年度の事業計画においても、会員への加入促進が取り上げられております。
会員の増大は、業界の地位の確立と会員間の連携の強化、併せて協会の財政基盤
の強化にも繋がります。現在、理事会等を通じ加入推奨に取り組んでおりますが、
会員各位におかれましても親しく、また関係する未加入業者がおられましたら是
非お声を掛け、協会への加入をお勧めいただきたく、よろしくお願いいたします。

受講者のみなさん㈱富士通総研の菊池講師
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TRゴルフ会の第155回大会が９月27
日（火）千葉県香取郡の「ゴルフ倶楽部
成田ハイツリー」において今回は５回刻
みの全会員対象の『オープン記念コンペ』
と併せ、今回は10月12日（水）に軽井
沢72で開催される「関東ブロック対抗
ゴルフ大会」（東京、神奈川、栃木、群馬、
長野支部）の東京支部の選手選出の予選
会も兼ねて42名が参加し開催されまし
た。このブロック大会は今回が初めてで
あり、各支部から１チームを編成するこ
とになっていますが東京支部は４都県で

組織されているため２チームを編成（藤
本支部長、福山TRG会長他６名）する
こととなります。
この時期９月の長雨が続いていました
が、当日は暑くもなく時々晴れ間が出る
曇天でしたがまずまずの天気に恵まれ、
参加者は日頃の成果を存分に発揮できた
ことと思います。
なお、ブロック代表選選手は成績上位
者（ネット）から順に６人選抜され、ブ
ロック大会の健闘が期待されました。
当日の結果は次の通りです。

TRゴルフ会

優 勝 島本　　卓 やまびこ産業機械㈱ ネット69.0（アウト48　イン51）

準優勝 中山誠太郎 コマツレンタル㈱ ネット73.2（アウト43　イン41）

３ 位 鈴木　庸徳 関東鉄工㈱ ネット73.4（アウト40　イン37）

優勝の島本さん（右）参加者のみなさん

　TRゴルフ会には、日本建設機械レンタル協会東京
支部の正会員、賛助会員のどなたでも加入いただけ
ます。ゴルフ会は年３回開催されます。
　ゴルフを楽しまれる方または社内でゴルフをされ
る方がおられる会員は是非加入し、多くの方に会員
になっていただき楽しい会にいたしましょう。
　加入希望者は事務局までご連絡下さい。

会　員　募　集会　員　募　集
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第５回目の「関東ブロック意見交換会」

が今回は長野支部担当で、10月11日（火）

に軽井沢のTKP研修センターで開催され

ました。

今回も各支部の現状報告などが行われ、

先の第４回で決定し実施した「建機貼付

シール」は各支部の会員にも評価をいた

だいており、是非全国レベルで実施する

方がより効果が上がるのではとの意見が

出され全国展開の要請を本部にすること

とされました。

また、東京支部で今期実施する「技能

コンテスト：溶接技術」について各支部

からも参加希望が出され、次回開催の折

には各支部に案内することとされました

た。

今回のもう１つの目玉は、翌12日に開

催される「関東ブロック対抗ゴルフ大会」

です。今回初めて６支部を挙げての団結・

懇親行事として群馬の中川支部長の発案

で開催することになりましたが会議が長

野開催の番であり、各支部から集まりや

すい場所として軽井沢が選ばれました。

出場資格は、各支部で予選会を勝ち抜い

た精鋭？と支部長に絞り込んだ結果、会

員数が多い東京支部から８名が、神奈川

支部、長野支部、群馬支部から４名が、

新潟と栃木からそれぞれ２名が参加して

軽井沢72ゴルフコースのイースト入山

コースで戦いの、火ぶたが落されました。

競技は、個人戦と団体戦で競われ団体

戦はぺリア方式で各人の平均スコアを取

り、少ない支部が優勝とし、結果は、優

勝は長野支部、準優勝は新潟支部我が東

京支部は残念ながら３位タイに終わりま

した。しかし個人戦は我が支部の鈴木庸

徳様（ネット73.8）が優勝されました。

次回開催の折は東京支部として是非優

勝を狙いたく思います。

関東ブロック意見交換会

各支部の精鋭のみなさん

ブロック会議

優勝の原支部長（左）、準優勝の吉田支部長（右）
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平成28年度の安全衛生責任者教育が10
月13日・14日、協会近くの山東ビル会議
室に10社22名が参加し開催されました。
この講習は安全作業の重要性から、また、

講師や時間・場所等の関係から会社単位の
少人数での実施が難しいため、協会として
平成18年から取り組んでおり、述べ362名
が受講しています。
今回は、６名と５名の４グループで職長・

管理者として必要なテーマに対してどう対
応していくかグループ討議が行われました。

各グループでは熱気あるやりとりが成され、
まとまった内容を各々のグループが発表さ
れ参加者全員が真剣に聞き、メモを取る参
加者も多くいました。また、ビデオによる、
現場での職長の働きの内容も実践的で判り
やすく大変勉強になったとの感想が多く出
されました。
安全講習は安全衛生法で一定の作業に従

事する職員に対し事業主で実施することが
義務付けられています。来年度も実施いたし
ますので多くの方の受講をお待ちしています。

職長・安全衛生責任者教育

田原講師 真剣なグループ討議

１）外部機関が実施する各社が必要とする資格講習を各社独自で選定し、受講し資格
を取得する。

２）取得する資格は事務系、技術系および公的資格、任意資格を問わない。
　 （ただし、趣味的資格に類するものは除く）
３）１人の支援額は受講料の60%とする。（但し上限5,000円)
４）協会への申請は「教育受講支援金申請書」に受講申請時に支払った領収書および

受講票を添付し事前に行う。
５）支援金の支払いは受講後の資格の取得の確認（資格証）を以て行う。

事務局より②事務局より②

　各社の社員教育実施の一助とするため、各社が必要とする外部教育を独自に選定して
受講し、その資格を取得した場合、協会としてその受講料の一部補助を行う。以て各社
社員の資格取得を奨励し、併せてレンタル業界のレベルアップを図ることを目的に本年
度も実施します。

１　今年度の支給対象講習は平成28年４月１日から29年３月31日までに実施される
外部講習とし、対象者は上限200人、各社４名までとする。
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本年度の管理者教育講習が10月20日

（木）、藤本支部長（㈱ビー・トライ）と

寅副支部長（㈱レンタルのニッケン）を

講師に18社35名が参加し、日本教育会

館で開催されました。

藤本支部長の開会のあいさつに続き、

管理者として知っておくべき幅広い世の

中の動き、大きな話題、最低限の社会的

常識について、30項目をクイズ形式で

行ったあと、受講者一人ずつから解答が

発表されました。その都度支部長より１

問ずつ解説コメントがあり理解しながら

知識の習得をされていました。大変参考

になったものと思われます。

寅講師からは「仕事への取組み姿勢と

コンプライアンスへの取組姿勢」をテー

マにパワーポイントを使って楽しく、わ

かりやすく講義が行なわれました。現場

営業でのキーマンである職長攻略のテク

ニックなど実戦で参考になる事例が多く

非常に勉強になる内容でした。

講義終了後懇親会が開かれ、受講者全

員が参加し講義の内容や情報交換が行わ

れました。参加者が他社の方々と積極的

に名刺交換等も行われトークもはずむ光

景が見られました。

この講習はただ単に知識を習得するだ

けではなく会員の横のつながり作り、連

携強化をも目的にしております。講義と

併せ所期の目標を達成することができ、

大変有意義な勉強会となりました。

寅講師の講義に使用された資料は支部

のHPに貼付されています。受講されてい

ない方も是非ご覧ください。

管理者教育講習会

寅講師

藤本支部長

懇親会場

受講者のみなさん
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本年度の事業計画に「大規模工事現場見
学会」が計画されております。これは我々
が日頃レンタルする建設機械が建設現場で
どのように使用され管理されているかを別
の角度から知り、併せて我々は日頃現場を
見ることや、現場を知ることが少なく、大
規模建設現場の実状を見学し見聞を広める
ことに有ります。
今回、群馬県長野原町の国土交通省関東
地方整備局発注の『八ッ場ダム本体工事』
（清水・鉄建・IHI・JV）現場の見学会を11
月25日（金）に39名の正会員・賛助会員
が参加し実施いたしました。
前日は関東の各地で初雪が降り、東京都
心で11月に積雪が確認されたのは明治８年
に気象観測が始まって初めてとのことです。
当日の天候を心配していましたが気持ち良
く晴れ渡り、見学会には最高の天気となり
ました。東京駅を９時に出発して19時40
分に戻る日帰りのハードスケジュールでし
たが予定通り無事に終了しました。
現地では14時から現場事務所会議室で、
工事概要の説明を受け、15時から現場見学
です。現場左岸のダムサイトのバッチャー

プラントには1000ｔのセメントサイロ２
基、18ｔケーブルクレーンなどを身近で確
認。左岸より右岸の広大な現場を一望して、
200ｔのクローラクレーンを始め、10月よ
りスタートした堤体工事、置換えコンク
リートポンプ車を用いてのRCD打設の現場、
バイブレーター付き油圧ショベルによるコ
ンクリートの締固め現場での機械の稼働状
況を見学することができました。
骨材採取現場は約10㎞先に有り、長大な
ベルトコンベアがJR旧我妻線の廃線路跡を
１部利用し延々と設置され運搬されている
のには驚かされました。それ以外にも大型
設備が目白押しに配置されています。
1000ｔ/ｈの濁水処理設備、４㎥のフィル
タープレス４基、スクリーンフィーダー２
基、ロットミル４台、分級機２基などさす
がの規模です。
平成30年10月までの工期で、工期短縮
が一番の課題で日夜隙なく工事に取り組ま
れています。一部の購入で調達している特
殊機械を除き、50％強はレンタルで機械調
達をしており、大手広域レンタル、地元レ
ンタル会社がその役割を担っています。

今回の見学会ではJVの
藤内副所長様、白崎機電
課長様、清水建設OBの井
出様には見学会開催に大
変ご協力いただきました。
無事安全で工期内完成へ
のエールを参加者一同で
送らせていただきたいと
思います。

八ッ場ダム見学会

説明会会場 ダムサイト現場

参加者のみなさん
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この度、特殊機械部会では、群馬県長
野原町にある、国土交通省関東地方整備
局が発注の八ッ場ダム本体建設工事を10
月21日（金）に見学してきましたので報
告致します。

私自身、ダムの新設工事を見るのは初
めてでしたので、初めから興味津々だっ
た事と、そのダムが、前政権の時に「コ
ンクリートから人へ」で中止になり、有
名になった八ッ場ダムでしたので、テレ
ビじゃなく、この目で見た時は、本当に
感動しました。
特に感動したのは、コンクリートの原
料となる骨材の生産となる原石山から、
骨材プラントを経て、3062ｍもある大柏
木トンネルの中を走るベルトコンベアで
す。ベルトコンベア総延長では、8213
ｍもあり、段差をコマ材やライナーで上
手く調整して、直線やカーブに、見事に
対応して運んでいるのは、凄いと思いま
した。
また、ダム本体（堤体）のコンクリー

ト打設も丁度、見れて感動しました。コ
ンクリート打設設備としては、18ｔ×２
基のケーブルクレーンを有し、コンクリー
ト生産設備のバッチャープラントで作ら

れるコンクリートを5.5㎥のコンクリート
バケットで打設地点に運んでいく、「完成
までには、一体、どれくらいの回数を運
んで打設するんだろう？」思わず、つぶ
やいてしまいました。

最後に、工事の内容ですが、
・ダム土工　610,100㎥
・堤 体 工　 重量式コンクリートダム 

（堤高116.0ｍ）
　　　　　　 堤体積911,000㎥（5.5㎥

で割ると165,636回）
・目　　的　 多目的ダムで、洪水調節、

流水の正常な機能の維持、
水道及び工業用水の供給並
びに発電を目的とするもの
ですが、その後に注目を浴
びた事で観光がプラスされ
ているとのことでした。

当日は、清水・鉄建・ＩＨＩ異工種建
設工事共同企業体の米山副所長様、川田
機械課長様に、ご説明・ご案内を頂き誠
にありがとうございました。
現場の工事の安全と完成を祈願いたし

まして、見学会の報告と致します。
 平　清二朗（西尾レントオール㈱）

特殊機械部会

参加者のみなさん ダム左岸（川原畑）
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11月20日の日曜日に、ホテルグランド
ヒル市ヶ谷で今年度の会員懇親行事の一つ
として、TVでもお馴染みのプロマジシャ
ンDｒ.レオンさんのシークレットライブが
開催されました。
Dｒ.レオンさんは某テレビ番組で「コン

プリート！」の決めゼリフでデビューし、斬
新なマジックが世界的に認知されマジック
プロとして日本人初のドクターの称号を受
賞し、数々のテレビにも出演されているマ
ジシャンです。
協会としても会員のお子様をメインとし

た懇親行事の企画は初めてでしたが『キッ
ズマジックショー』として会員とそのご家
族64名のご参加がありました。大人も子供
もレオンさんのプロのマジックに目の前で
見せられ驚かされ、レオンさんから指名さ
れステージに上がりマジックを直接体験さ
れた女性・子供達は不思議な感覚を堪能さ
れたことと思います。イリュージョンでは
小さな箱の中に女性が入り、扉を閉め施錠
したあと箱に色々な物が差し込まれた時は
とても人間の居られるスペースでは無く「中
の女性は大丈夫だろうか」と心配しました。
差し込まれものが引き抜かれ、中から衣装
を変えた女性が元気に現れたのにはその素
晴らしさと驚きで大きな拍手が湧き起こり

ました。
ショーのあとは全員参加でのマジック教
室が行われました。皆様に配られた３種類
の手品グッズを使ってそれぞれの手品を教
えて頂き子供達も懸命にチャレンジして熱
中していました。本日参加された子供の中
から将来のマジシャンが誕生するかも知れ
ませんね。
最後はレオンさんとの写真撮影です。殆

どのご家族が列をつくって並び、福山委員
長のシャッター捌きで行いました。大人も
子供もレオンさんと並びそれぞれポーズを
取っての写真撮り、良い思い出写真に成っ

たことと思います。レオンさ
んと握手をして「あっ！！」
という間の１時間30分のマ
ジックは終了しました。
参加者みなさんに感想を尋

ねると「良かった」「楽しかっ
た」と満足をされた声を多く
いただき、プロのマジックを
体験して感動した余韻を残し
て会場を後にしました。

会員懇親行事：Dr.レオンキッズマジックショー

参加者のみなさん

Dｒ.レオンによるマジック
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懇親行事：クリスマスサンセットクルーズ

今年度はキッズマジックショーに続く会
員懇親行事の第２弾として、以前より好評
を頂いている東京湾クルーズを「クリスマ
スサンセットクルーズ」として、Xmas直
前の12月18日（日）の日没前の16時20分
竹芝桟橋を出航し東京湾の夕陽・夜景の双
方楽しんで頂ける時間帯で実施されました。
当日は小学生以下15名を含む95名の会
員とそのご家族の皆様が参加されました。
この日は真冬にもかかわらず雲ひとつな
い好天に恵まれ、しかも平年よりも暖かく
絶好の気候条件でした。乗船後福山厚生委
員長の挨拶に続き、今給黎常任理事の乾杯
に替えての「メリークリスマス」の発声で
船窓からの日没直前の文字通りのサンセッ
トロケーションを楽しみながらの歓談がス
タートしました。会場レストランでは殆ど
全種類の酒類、お子様向けのソフトドリン

ク、バイキングで食べ放題の洋食のアラカ
ルトなど存分に味わっておられました。
陽も沈み夕闇に包まれた17時頃より待望
の大抽選会が行われ、４分の３の方に豪華
賞品（クリスマスプレゼント）が当たり会
場も大変盛り上がっていました。
夜になっても暖かく風も弱くコートがな
くても船上デッキからの眺めを楽しむこと
ができました。レインボーブリッジ、ライ
トアップされた大井コンテナ埠頭、夜の羽
田空港など素晴らしい夜景をバックにご家
族での写真撮影が多くみられ、思い出深い
内容で２時間をたっぷりと満喫できたクリ
スマスクルーズでした。
着岸前に原田理事の締めの挨拶で夜の東

京湾の大イベントはフィナーレを迎えました。
来年度も楽しい行事を計画いたしますの
で是非ご参加ください。

船上デッキで家族写真 福山委員長のトランプマジックも Xマス夜景を見ての夕食

夕暮のレインボーブリッジレストランシップ　ヴァンテアン号
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会員各社の技術スタッフの技能レベル向上に向けて「溶接技能コンテスト」を

開催しております。

11月30日の締切で45名の方の参加の申込がありました。多くの技術マンのご

参加有難うございます。各社において検定用の試験材で２月17日までの作業期間

でルールに則った溶接作業を既に行っていただいている方、これからチャレンジ

する方、皆様全員の合格を期待しております。

作業後の出来栄えは専門の検定機関により審査され80点以上が合格となります。

合格者には東京支部より「合格認定証」を発行します。更に成績優秀者には５月

16日の定期総会懇親会の場で表彰いたします。３月下旬の合格発表で多くの合格

者が出ることを願っております。参加者はくれぐれも検定品締切期日に遅れない

ように注意してください。

今後、協会としてもこの様な各社技術者の技術力向上に向けての技能コンテス

トを企画してまいります。是非ご参加下さい。

溶接技能コンテスト
実 施 内 容 説 明

事務局より④事務局より④ 東京支部ホームページ

　ホームページ登録会員様に

は更新都度、メールにてお知

らせしております。希望され

る会員様は登録願います。

　行事予定は都度変更してお

りますので折に触れご覧くだ

さい。

　「レンタル会社で探す」へ

の登録・更新もお願いします。

会員専用ページの入り方

パスワード：2525810

I D　 ：  tokyo　 
ニコニコハッテン

事務局より③事務局より③
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東京協議会役員会

教育広報委員会

TRゴルフ幹事会

第３回理事会

平成28年11月15日（火）

平成28年11月２日（水）

平成28年12月５日（月）

平成28年12月14日（水）
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◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯

　平成28年度千葉地区協議会の活動も活動
計画に沿って順調に推移しています。５月
の定期総会、７月のボウリング大会も盛況
のうちに終了し、下記の勉強会、流通懇談
会（道路部会）、懇親ゴルフコンペも無事終
了致しました。
【活動報告】
１．平成28年度勉強会開催
　10月21日（金）に勉強会、並びに懇親会
に約150名参加頂き、三井ガーデンホテル
千葉にて開催しました。
　内容は２部構成で１部は招請したコマツ
レンタル㈱小野寺社長様より国土交通省
「i-Construction」の概要とコマツのスマー
トコンストラクションの説明と、今後の情
報化施工の詳細を講演頂き、各社の対応の
参考になったと思います。
　続いて２部では㈱帝国データバンク 竹内
副部長様より「千葉県の景気と企業動向」、
また矢萩副係長様より、「データベースを活
用した効率的な営業手法」と題し解り易く
講演をいただきました。
　その後各先生方をお招きし懇親会を開催
しました。藤本共同代表の挨拶、同じく富
山共同代表の乾杯で情報交換の場へと移行
し、ヤンマー建機㈱ 廣尾進支店長の中締め
で和やかに閉会しました。
２．平成28年度流通懇談会（道路部会）開催
　11月29日（火）に流通懇談会（道路部会）
が東天紅の部屋を借りて開催されました。

今回①レンタル業界の地位向上について、
②i-Constructionについて、③遵法輸送に
ついてをテーマに意見交換が行われました。
道路関係のスペシャリストばかりの活発な
意見交換の場となりました。
　また同じく東天紅に各役員が合流し総勢
22名参加の忘年会へ移行し、藤本共同代表
を中心に和やかに時間を過ごしました。ま
た今回は新光重機㈱ 中尾社長の参加もいた
だき、中尾社長の締めで閉会となりました。
３．第12回ゴルフコンペ（藤本杯）開催
　12月６日（火）に藤本杯ゴルフコンペが
富里ゴルフ倶楽部で７組28名で開催されま
した。富山共同代表推薦の素晴らしいコース、
難関な超高速グリーンを皆堪能したことで
しょう。
　優勝は㈱クボタ建機ジャパン 柴山様、準
優勝は初参加 オカダアイヨン㈱ 齋藤様で
した。べスグロは難コースの中１人だけ80
台の88で福利厚生委員長 ㈱カナモト 松本
様でした。皆様大変お疲れ様でした。
　今年の千葉地区協議会の行事も今回のゴ
ルフコンペで無事終了することが出来ました。
　千葉地区協議会会員の皆様昨年は大変お
世話になりました。本年もどうぞよろしく
お願い致します。
　最後に、本年度の活動も僅かとなりまし
たが、千葉地区協議会を中心に業界がさら
に発展する事を期待します。
 大森 達也（北越工業㈱）

千葉協議会

勉強会会場 ゴルフコンペ参加者のみなさん
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平成28年11月29日（火）ホテルグランド
東雲（つくば市）に於いて茨城協議会第２
回勉強会を正会員23社、賛助会員30社、非
会員３社の計104名参加し、いつもより盛大
に開催されました。第一部では、土浦労働
安全コンサルタント代表の佐々木哲美様か
ら、｢現場、職場における事故防止のための
安全活動｣ の題目で講演を１時間20分行い、
講師自身も三井住友建設で安全環境部に所
属した経験もあり、ゼネコンという立場か
ら建設機械のレンタル会社においてのリス
クマネジメントや保険、安全指針、労働災
害等の事例を含めて、わかり易く説明をし
て頂き、知らないでは済まされない法令等、
貴重な勉強をさせて頂き、最後の締めくく
りでは、｢安全が商品としてなりうる会社を
目指して。安全とは、与えられるものでは
なく、自らつくりだすもの。さらに言えば、
安全とは現場における最大の見せ場であり、
社の目玉商品となりうるもの｣ と印象深い
言葉を頂きました。ひとたび事故が起きれ
ば死亡災害に直結する非常に関心がある今
回の安全講習。出席者も関心が高く、一語

逃さずメモをしている姿が多数見受けられ
ました。
第二部では、日立建機日本㈱ 営業本部企
画部の河村敦様より４次排気ガス機械にお
ける尿素の取り扱いについて、規制の現状
と今後の動き、さらに尿素の取り扱いやレ
ンタル機械への補充方法や現場対応等を45
分間のお話を頂きました。世界基準で動い
ている、排気ガス対策問題。メーカー様も
対応に追われると思いますが、我々業者も
レンタル購入費のアップは避けられません
し、レンタル単価に反映させるなどの企業
努力も必要かと思います。今回の尿素の取
り扱いも茨城協議会では、ガソリンやオイ
ルと同じように消耗品として捉え、当然お
客様から頂くものとして定義していかなけ
ればならないと考えさせられる内容でした。
しかし重機の場合は、トラック等と異なり、
出庫中の機械に尿素を入れる時の注意点も
あり、世界基準の対応に今後現場がいかに
対応していくかが、今後十分に検討する余
地があると思います。

根本 忠康（㈱エービーリース機械）

茨城協議会

埼玉協議会

８月25日（木）猛暑の中平成28年第３回
勉強会を千葉県浦安市にある（㈱アールア
ンドアール東京営業所及びサービスセン
ターにて開催致しました。集合場所の浦安
鉄鋼会館会議室にて10時30分より原田常務
様（㈱アールアンドアール）に挨拶をしてい
ただき、会社説明・主力商品説明・案内動
画の後、40名（11社）の参加者でしたので
２班に分け１班を東京営業所発、２班をサー

ビスセンター発に分かれ見学致しました。
東京営業所工場内には約11,000台の揚重
機関係や特殊小物機械が用途事に分けられ、
場内のスペースを効率の良い配置に整理整
頓しています。返却された物の点検するス
ペースもあり、返却された順に不備が無い
かをチェックしていました。また、場内を
綺麗に効率よく見栄えよくするために社員
さん手作りの棚や、かさばる商品を見栄え
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埼玉協議会

よく飾れる手作りスペースがより一層分か
り易く収納されていました。サービスセン
ターは各商品の適正な性能・基準が満たさ
れているのかを点検・試験をする場所でし
た。トルクレンチ、ジャッキ、レバーブロッ
ク、チェーンブロック、電動ウインチなど
の検査機器があり、毎回出庫するたびに検
査しているそうです。お客様から要望があ
れば検査データを表にして渡すことも可能
とのこと。また、50ｔ揚重機械試験装置と
いう50ｔの負荷テストが出来る機械があり、
大型の電気チェーンブロックや大型電動ウ
インチの試験も行っているそうです。最後
に浦安鉄鋼会館に戻り質疑応答の時間をと
り終了いたしました。
それ以外の話しの中で、レンタル業界初
のキトー技術認定取得者が19名おります。
キトー製品の知識、技術力を持つと認定さ
れた技術マンに与えられる技術認定です。
㈱アールアンドアールすべての工場でキ
トー技術認定を取得しているそうです。ま
た、東京工場、センターにある商品約
53,000台を独自で開発したＩＣチップに
て管理していて、入出庫、他営業所移動、
過去の修理、稼動状況などが瞬時に分かる
ようになっているのと、サービスマンの出
庫、入庫作業の手間が省けて効率の良い業
務が出来るようになっているそうです。
この度は、㈱アールアンドアール社員の
皆様方にはお忙しい中、猛暑の中、埼玉協
議会のために色々ご尽力いただきましてあ
りがとうございました。
そして参加されました皆様、遠方にも関
らず参加して頂きまして本当にありがとう
ございました。
11月18日（金）には大宮ラウンドワン

にて恒例のボウリング大会＆忘年会を開催
致しました。会員50名、賛助会員30名計
80名という大勢の方に参加して頂きました。
始めに記念撮影をし、私（黒米）の始球式
にてスタート（ガーターでした！）！皆さ
ん初めは周りの様子を伺いながら普通の
トーンでの会話でしたが、スコアーが上が
るたびに会話のトーンと会場の熱気も上
がって、互いに応援したり励ましあいなが
ら会員さん同士の勉強会以上のコミュニ
ケーションが取れていました。２ゲームを
行い懇親会会場に移動して表彰式！個人戦
１位は347点の西尾レントオール 浅野涼さ
ん、２位は333点の西尾レントオール 田部
井聡さん、３位は319点のヤンマー建機 植
木航平さん、チーム戦は一組６人のアベ
レージで１位～３位を発表！盛大に盛り上
がる中、豪華景品（？）を手にした人達の
笑顔が最高に良かったです！本当にライバ
ル同士、取引先という垣根を越えたボウリ
ング大会が毎年出来ることは大変光栄に思
います。こう言った勉強会が普段の業務を
行っていく上で業者間の貸し借りなどがス
ムーズに出来、効率の良い機械稼動に繋が
り会社の業績に繁栄できることが業界の発
展にもなりますので、来年も多くの方のご
参加をお持ちしております。
埼玉協議会ではボウリング大会を含め年
４回の勉強会を開催しております。10社の
幹事会社様に毎回交代で勉強会内容、案内
作成、発送収集、企画などを担当をして頂
いています。
今年も皆様からの意見、要望等を聞き勉
強会を開催していきますので、どうぞご参
加の程宜しくお願い致します。

黒米 臣行（㈱東リース）

ボウリング大会参加のみなさん第2班のみなさん
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　昭和57年４月１日・・・この日は私が社

会人になった日にちです。もうかれこれ35

年前のことになります。途中、会社は変わり

ましたが建機レンタルの仕事一本で社会に貢

献して来たと言って良いでしょうか。千葉県

市川市に新社会人として産声を上げましたが、

当時は東京ディズニーランドの造成工事が始

まったばかりで高速湾岸線は完全には繋がっ

ておらず東京港トンネルを始め、船橋や習志

野で工事が急ピッチで進んでいました。また、

首都高中央環状線や常磐自動車道への延線工

事もこれから怒濤のごとく始まろうとしてい

る時でJR京葉線に至っては、まだ影も形も

ありませんでした。第二次オイルショックか

ら立ち直りバブル好景気に向かおうという時

代でもありましたので車でどこを走っていて

も工事現場があるというぐらいに建設市場は

活況を呈していました。建設工事も機械化施

工の波に乗り至る所でレンタル機械が使われ

るようになり建設機械レンタル会社も続々と

誕生していました。施工方法もドンドン変

わって行き、私もお客様によく工法を学ばせ

て頂きました。懐かしい良き時代だったと思

います。何よりあの時代の単価が懐かしいで

す。そして、あの時の単価に二度と戻ること

が無いのかと思うと寂しい限りです。新入社

員時代の自分を振り返って見ると負けず嫌い

のモーレツ社員だったかもしれません。でも、

子供の頃を思い出すとそれ程目立たない極々

普通のむしろ大人しい男の子だったと思いま

す。大学に入ったころから徐々に活動的な男

子になって来た様には感じます。しかし、最

も自分が大きく変わったのは社会人になる直

前の出来事だったと記憶しております。大学

の卒業旅行に親友とアメリカ西海岸に行くこ

とになっていました。イーグルスのホテルカ

リフォルニアのアルバムのジャケットになっ

た写真を観に行きたいというのも目的の一つ

でした。しかし、親友の就職先の会社の内定

式と入社前研修の日程が入ってしまい突如、

一人旅になってしまったのでした。それでも

西海岸に行く決心をして鎌倉の材木座海岸の

砂浜に立ち、アメリカ方面の水平線に向かっ

て未来の自分に「来週そっちに行くからな！」

と叫んで気合を入れたのを今でも覚えていま

す。初めての海外旅行は、一人旅となり少し

読者
｠ひろば

の
　このページは会員の皆様が作るページです。

わが社の自慢、日頃感じておられること、趣味

にまつわるお話など、自由にお使いください。

　今回は株式会社 アールアンドアールの原田

英雄様に投稿をお願いいたしました。

心動いた
グランドキャニオンと
松下村塾

株式会社アールアンドアール　原田 英雄
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の不安と闘いながらロサンゼルス空港に降り

立ったのでした。市内の路線バスを乗り継ぎ

ＵＣＬＡ大学のファーストフード店でハン

バーガーを食べながらアルバムのジャケット

写真になったホテルビバリーヒルズに行って

ウォークマンでホテルカリフォルニアを聴い

て感動したのを覚えています。

　そして、サン

タモニカ海岸の

砂浜に立ち日本

の方角を向き水

平線に向かって

過去の自分に

「どうだ！俺は今、

アメリカ西海岸

に来たぞ！」と

叫んだのでした。

この頃から体の中に熱い血潮が流れ始めたの

かもしれません。次に向かったのがグランド

キャニオンです。セスナ機から見下ろす風景

にも圧倒されましたが、風とコロラド川に浸

食されてそびえ立つグランドキャニオンに降

り立った時、身体中に何か物凄いパワーが入

り込んできたと感じたのでした。思わず「こ

れが地球か！」と叫んだのを覚えています。

この時に得たパワーで自分は変わり始めたの

ではないかと振り返ります。若い時に旅をさ

せろというのは満更、嘘ではないように思い

ます。

　時は経ち2014年にアメリカのラスベガス

で開催されたコネスポ建設機械世界見本市展

示会に行った帰りに懐かしのグランドキャニ

オンに立ち寄ってみました。昔、感動したと

きめきをもう一度味わおうとして楽しみにし

て行ったのですが意外にも大きな感動は無く、

景色の雄大さは流石と思いましたが風の強さ

が印象に残る程度でした。恐らく、この35

年間の人生経験は、自分をそれなりに大きく

成長させてくれたのかもしれません。人が長

い間生きる中でどんな波乱があろうとも前向

きに生きてくることはその人に大きな価値を

生み出すものと確信しました。

　そして57歳になった今年、山口県の萩ま

で旅にでました。松下村塾を観た時、改めて

こんなに小さい所から始めたのか・・・と感

銘を受けました。吉田松陰の掛け軸を見つめ

ていると松陰先生から「君の志はなんだ？」

と問いかけられているようで感慨深いものが

ありました。若い頃は壮大なグランドキャニ

オンに心動かされ、歳を取ってから小さな松

下村塾に心動かされました。人は其々感動す

るものは年齢や立場によっても違うと思いま

すが何歳になっても感動することは大事だと

思います。大きな感動から小さな感動まで、

良かった・・・と思えることは幸せなことで

しょう。最近では本や映画でも良く感動しま

す。これから先も沢山の感動を味わいたいと

思っています。グランドキャニオンと筆者

松下村塾にて

ホテルカリフォルニアの
レコードジャケット
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　小春日和の11月中旬、世田谷区喜多見

の㈱城南建材社本社に鬼丸卓哉会長をお

訪ねしました。同社は喜多見の住宅街に

あります。

　鬼丸会長は東京の協会にも長くご尽力

いただきました。平成12年に理事に就任、

平成22年から２期４年に亘り第９代会長

を務めていただきました。

　城南建材社は昭和40年、小林鈴夫氏が

世田谷区砧公園で創業されました。小林

鈴夫氏は山内鹿蔵氏（三明興業㈱）や小

俣實氏（オマタ土鑛機商会㈱）などと当

協会の創立メンバーとしても関わられま

した。

　創業当初は当時の建築工事の主流であ

る丸太足場のレンタルとしてスタートし

ました。足場木材の調達に群馬の方まで

足を運ばれたようです。その後小俣實氏

のアドバイスも有り機械のレンタルを始

めることとなり、高度成長の波にも乗り

建機レンタル業として順調に発展してき

ました。

　本社の土地が東京都の借地であったた

め立ち退きの話が出で昭和59年に現在の

本社近くの世田谷区喜多見に移転しまし

た。この場所も外環道（東京外郭環状道路）

の用地に係ることとなり、平成26年４月

に近隣の現在の地に移転し新社屋を建て

ました。

　鬼丸会長は昭和45年に大学を卒業後、

㈱リコーに就職され営業畑を約25年経験

し、平成６年に姻戚関係のあった城南建

材社に入社され、1999年に社長に就任、

2012年に2007年に入社された池田勝信

氏に社長を任せ、代表取締役会長に就任

され現在に至っています。

　同社には非常に特色があり、会社には

営業マンが居ません。顧客の65％は世田

谷の業者であり、先方から注文などの連

絡が入ります。その主要な顧客は近隣の

中小の建設会社や造園業者、設備・内装

業者などでその関係から小物機械が多く

なっています。メインの機種はミニショ

ベル（75台）、車両（60台）、発電気、コ

ンプレッサーなどです。また大半の業者

が直接会社に機材を取りに来ており回送

比率が低く、これがレンタル単価にも有

利に働いております。また、同社は都内

世田谷であるため地代が非常に高く通常

のレンタル価格では採算が合わず、土地

柄の価格設定で比較的一定の水準を確保

できております。近隣には大手広域会社

を含めレンタル会社が有りません。これ

も有利な状況です。

　同社のモットーは「城南をお客様の置

営業マン不在の営業

株式会社 城南建材社

会　長　鬼丸　卓哉
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ク音楽、N響の定期会員歴は50年、時に

は海外にも音楽を聞きに行かれておられ

ます。（会報49号の「読者のひろば」に

もその様子が寄稿されています。）

　２時間ほど色々なお話を伺い帰りに近

くの整然として機材が並ぶ宇奈根の資材

置き場を見学し成城学園駅まで池田社長

に送っていただきました。

　鬼丸会長はまだまだお元気です。協会

活動への更なるアドバイスと会長のご健

康と同社のますますのご発展とを願い、

暖かい日差しをいっぱい受け帰途につき

ました。 （まとめ：前田 秀雄）

き場代わりに使っていただく」ことにあ

り、それを実践されています。社是・社

訓など特にありません。

　１つの難点は世田谷の住宅街と言う場

所柄、騒音や作業時間に制約を受け仕事

は朝７時から18時まで、近隣からクレー

ムが出ないよう防音壁や振動吸収設備の

設置、機械整備時の排水には特に神経を

使っています。

　同社は2020年以降の建設市場の縮小を

見据えた事業の一つの柱として海外転換

を図っています。狙いはスリランカです。

2012年に初めてスリランカに視察に行き

ました。スリランカではレンタル業は有

りません。我々中小が知らない国で事業

を始めるには、現地の状況を良く知り信

用のできる人がいることが大きな要素と

なります。幸い学生時代の友人が居り色々

なアドバイスを受け、2015年５月に

JYOUNAN JAPANを設立しました。現在、

社員２名を派遣し現地の１人と３人体制

で発電機の中古販売を主流に展開してお

ります。まだまだ事業としての採算は合っ

ておりませんが、スリランカの経済発展

に合わせ事業の拡大を目指しています。

　平成26年４月にはご子息も会社に戻ら

れ将来の社長をめざし着々とレンタル業

の経験を積まれておられ、同社の将来が

楽しみです。

　鬼丸会長のご趣味はゴルフとクラシッ コンパクトに整理されたヤード

本社新社屋

鬼丸会長（左）・池田社長（右）
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特集
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日 島本 高 屋橋

今号では今までと全く視点を変え東京
支部から徒歩10分、重要文化財の指
定を受けている日本橋高島屋を訪ねま
した。（決して、お買い物のご案内で
はありません。）

1603年に江戸城の外堀と江戸湾をつなぐ
ために平川（日本橋川）の河口を延長した
平川に木橋をかけたのが後の日本橋になり
ます。翌1604年にここが一里塚の基点と定
められ五街道の起点になりました。江戸時
代、当時からここ日本橋は日本の中心であ
り橋は繁栄する日本の象徴として活気があ
りました。今日でも橋の中央には「日本国
道路元標」の文字が埋め込まれています。
現在日本橋を始点としている国道には１、
４、６、14、15、17、20号の７本があり
ます。江戸時代も日本橋の周辺には商店が
軒を連ねていました。現在は、日本銀行や
東京証券取引所の立地する日本を代表する
金融街でもあり、商業施設も多く他にも問
屋街や多くの製薬会社が連なる地域です。
老舗の大型百貨店が存在します。

神田方面から日本橋を
渡って250ｍ歩くと左側に百
貨店建築として初の重要文
化財に指定された『日本橋
高島屋』があります。以前は
日本橋から歩くとすぐに見
えて来たようですが、今は
近くには高いビルが建ち見
えません。今も高島屋の隣、
日本橋寄りで新しいビルの
建設が行われています。
高島屋の始まりは天保２

年（1831年）に京都で飯田
新七が高島屋として開店し
たことに始まります。それ
から時を経て東京日本橋に

全館冷暖房設備を備えて開店したのは昭和
８年のことです。戦後復興から高度成長期
に増改築を繰り返し平成21年に百貨店建築
として初の重要文化財の指定を受けました。

オーチス社製の手動のエレベーター
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建築家高橋貞太郎氏の設計で重厚な西欧
の歴史様式に和風建築を絡めた、正に昭和
建築の華といえる素晴らしい建築様式だと
感心させられます。昭和８年から30年間に
わたり増築を重ねたということで多くの方
の手が加えられているようですが改装にあ
たっても、独特の外観や調和を保っており
今でも魅力の多い建築物として人々の注目
を集めていることに納得させられます。昭
和の色濃い時代を長く卓越した素晴らしい
建物として、現在は日本人だけではなく、外
国の方も多く訪れる観光とショッピングの
オールマイティーポイントになっています。
正面エントランスで目を引く鉄扉。西欧

のイメージでの水飲み場跡、１階から２階
に向けての大理石の柱が並ぶ吹き抜け。案
内係が手動で操作するエレベーターと洋画
家東郷青児のデザインで描かれた13号エレ

ベーターの扉。アンモナイトの化石がはっ
きりと見える大理石貼りの壁。西欧と和風
建築の調和がとれ目を引く内部の装飾の
数々は歴史と工夫を感じます。
屋上も都会のオアシスのような憩の場と

なっています。屋外彫刻のパイオニア、笠
置季男の塑像も見事なものでした。
日本橋へショッピングに訪れる際には今

回紹介した高島屋のすぐ近くに百貨店建築
として２番目に重要文化財指定を受けた『日
本橋三越』があります。併せて建築芸術に
触れ昭和を振り返るのもいいのではないで
しょうか。
日本橋高島屋は「重要文化財見学ツアー」

が毎月第３金曜日（11時、15時の２回）に
開催されています。皆さんも目先を変えて
是非足を運んでみてください。

（写真・記事：太田 正道）

アンモナイトの化石が見える大理石壁面東郷画伯デザインの新エレベーター

正面口の水飲み場跡 １階の吹き抜け
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「最近の本部活動について」
専務理事　西村　稔

１．はじめに
　前号では、今期の役員改選後における
「新業務執行体制と今後取り組む課題
等」を記させていただきましたが、本稿
では、最近の委員会を含む本部活動につ
いて、ご報告させていただきます。

２．委員会の活動について
　今期の委員会は、流通委員会・教育研
修委員会・総務委員会・広報企画委員
会・i-Construction委員会の５つからな
り、それぞれの活動状況は、次のとおり
です。
（１）流通委員会【藤本委員長】
　建設機械レンタル業の流通に関する事
項を担当する本委員会では、平成28年９
月、建設機械レンタルにおける反社会的
勢力の排除の強化を図るため、協会標準
の「反社会的勢力排除に関する表明・確
約書」を策定し、公表しました。また、
今期新たに取り組む課題とされた「登録
制度の基本的枠組みの検討」及び「労働
条件改善等の労働問題への取組」に関し、
同じ９月、①労働問題、②建設機械器具
賃貸業管理技士制度、③レンタル業者登
録制度の制定等の項目について、全正会
員を対象に“流通アンケート”を実施し、
会員各位のご意見等を伺いました。本委
員会では、本アンケート結果をも踏まえ、
建設機械レンタル業者登録制度の制度設
計及び建設機械レンタル業におけるモデ
ル就業規則の策定等に向け、現在、鋭意

検討を行っています。
（２）教育研修委員会【北野委員長】
　建設機械及びレンタルに関わる教育に
関する事項を担当する本委員会では、①
当協会の民間資格である「可搬形発電機
整備技術者講習会制度」の適正かつ確実
な実施と、本制度やその事務運営の見直
し等を行う可発部会、②建設機械整備技
能士の養成策を検討する技能士養成部会
の２部会を置き、活動を行っています。
また今般、前記業者登録制度の創設に併
せ、レンタル業の人材育成を目的に、協
会が従前実施していた管理技士制度の内
容を土台に、新たな（民間）資格制度を
立ち上げることとなったことから、今期、
「管理技士講習テキストの見直し・検
討」が新たな取組課題とされました。こ
のため、本委員会内に“管理技士講習テ
キスト改訂臨時委員会”を立ち上げ、現
在、その見直し作業に精力的に当たって
いるところです。
（３）総務委員会【小沼委員長】
　業界データの収集・情報公開、会費改
定の検討等のほか、他委員会に属さない
事項を幅広く担当するのが本委員会です。
現在、①業界の現況把握とその調査結果
を社会へ情報発信し、本業界の認知度や
地位向上を目指すことを目的に、昨年度
から開始した「建設機械レンタル業実態
調査」の継続実施、②大手広域14社の特
別会費見直し、③建機レンタル総合賠償
制度の課題対応等の広範な課題に取り組
んでいます。
（４）広報企画委員会【気田委員長】
　協会内外への情報発信・伝達の強化や、

本部のページ
このページではその時々の本部

からの情報などを掲載してまい

ります。

本部と支部をつなぐページです。
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災害対策活動等に関する事項を担当する
本委員会では、現在、①協会広報誌「か
いほう」について、より充実したものと
なるよう全面的な見直し・検討の実施、
②広報ツールである協会パンフレットの
改訂、③切迫する大地震災害への対応が
求められる中、協会として、災害支援に
関する協会内の情報伝達体系や指揮命令
系統の確立等の課題に当たっているとこ
ろです。
（５）i-Construction委員会

【小野寺委員長】
　国土交通省が平成28年度から推進する、
「ICTの全面的な活用（ICT 土工）」等の
施策を建設現場に導入することにより、
建設生産システム全体の生産性向上を図
るとともに、魅力ある建設現場を目指す
取組であるi-Constructionに、協会とし
て適切に対応すべく設置されたのが本委
員会です。i-Constructionは、直轄工事
に止まらず、今後、全国の建設工事への
波及が見込まれることから、ICT土工等
への対応が急速に進展し、レンタルの役
割も重要になると考えられるところです。
このため、現在、同省のICT推進協議会
への参画、i-Constructionの会員への周
知活動等に積極的に取り組んでおり、昨
年11月24日には、全国の支部長に千葉
市・美浜のコマツIoTセンターにお集ま
りいただき、i-Construction説明会を開
催したところです。

３．本部活動
　上記５委員会（部会を含む。）の活動の
ほか、本部におきましては、常任理事会
等の会議開催、熊本地震義援金対応、本
部賛助会員会議（仮称）の開催、国土交
通省との意見交換会及び国際交流等の諸
活動を行ってきておりますが、このうち
の「国土交通省との意見交換会」につい
て、概要をご報告します。

（１） 国土交通省（本省）との意見交換会
について

　当協会は、平成25年度から毎年、国土
交通省の担当課である総合政策局公共事
業企画調整課との意見交換会を実施して
おります。過去３回の意見交換会では、
国土交通省から、新しい行政の動きや施
策についての情報提供があり、それを受
けて、協会との質疑応答・意見交換とい
うのが基本的な流れでした。今回（第４
回）は、昨年11月１日に開催し、協会側
からの「課題・要望」を基本に、本意見
交換会を行いました。具体的な項目は、
①「建設機械レンタル業者登録制度の創
設」、②「i-Construction普及促進に向け
た環境整備」、③「新“資格制度”（民間資
格）の創設、④「建設機械レンタル業の
建設関連業への位置付け」、⑤「建設機械
レンタル業向けの支援制度の検討」等で、
これらの課題・要望について協会から趣
旨説明の後、意見交換を行いました。国
土交通省からは、各項目について、その
場で必ずしも前向きな回答を得たという
訳ではありませんが、今回初めて、この
ような課題・要望を受け止め、共有して
いただいたという点で、意義があったと
考えております。
　何れにしましても、これら課題・要望
が、一朝一夕に実現できる状況には残念
ながらないことから、今後、継続的に要
望・要請していくことが肝要と考えてお
ります。

４．おわりに
　以上、最近の委員会及び本部活動の一
端をご紹介させていただきました。なお、
「国土交通省との意見交換会」の詳細に
つきましては、協会広報誌「かいほう４
号」に掲載予定となっています。会員の
皆様のご理解とご協力をお願い申し上げ
ます。
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　東京の大学での専攻は体育指導で就職は地元福島
で教員採用試験を受けるつもりでしたが、在学中の
2011年に大きな出来事、東日本大震災がありました。
幸い身内には大きな被害はありませんでしたが地元での
就職が難しくなりました。丁度その時、大学に西尾レン
トオールが就職説明会に来られており、「入社試験を受け
てみたら」と熱心に誘いを受けました。この会社に入れば震災
復興のお手伝いもできるのではないか、勢いのある良い会社でもあったので受験し2012年
に入社しました。最初は関越営業部川越営業所の事務職で配属されました。事務を半年、
その後フロントを２年経験して今後拡大が見込まれるICTへの特化営業として本部籍に配属
となりました。営業職に最初は不安でしたが半年の修行を経て測量→設計→マシンコント
ロールの納品・設定・指導→仕上りの検測、情報化施工の知識を習得して理論武装の基礎
を身に着けることができました。2015年４月から１年間、大手道路会社の群馬の現場に出
向し、現場での測量、設計の手伝い、図面の書き方等、現場での実務を経験して現在は関
越営業部でICT専任担当営業として係長と２名で部内のICT現場提案営業に尽力しています。
地元のAクラスの建設業者への営業がメインです。最近は地元のAクラスでも情報化施工の
導入が多くなってきています。営業所の営業マンとの同行営業、現場への提案、ICT活用現
場へのフォロー、トラブル対応に東奔西走、阿修羅の如く奮戦している毎日です。仕事は
大変ですが凄くやりがいがあります。社員、お客様とも良い人間関係が構築でき責任感を
持って仕事に取り組んでいることに誇りをもっています。これから、女性がこの仕事に多
く携わってくれれば嬉しいです。後輩が誇りをもって輝ける仕事、女性が憧れて参加でき
る様な環境にしたいと思います。もちろん、後輩が入れば全力で育てます。
　今勉強していることは測量士補と２級土木施工管理技士の国家試験を来年受けるため
の準備です。
　趣味はスポーツでスノーボードが得意です。身体を動かすのが好きでジム通いをして
います。あと料理を作るのが好きで和食の創作料理に凝っています。
　男性が多い業界ですが、まわりから「女性だから大変でしょう？」と言われますが甘
えてばかりはいられません。男性に向いてる仕事、女性に向いてる仕事、お互いうまく
いく様に協力できる体制をつくっていくことが大事です。女性だけでなく、男性も働き
やすい環境にならなければライフワークバランスが取れないと思います。介護・育児等、
皆が働きやすい協力し合える環境を皆で作っていくことが大切だと思います。

　大変前向きでバイタリティーのある宮川さ
ん、私生活では昨年結婚されたばかりです。
きっと家庭でも旦那さんをしっかりマシンコ
ントロールしているのでしょうね。

“フレー・フレー機麗女子”

西尾レントオール㈱ 関越営業部

宮川　恵 さん

子女麗機
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正会員

賛助会員

新入会員

社　　名 住　　　所 ＴＥＬ ＦＡＸ

柏木工機㈱
〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町

6-14
03-3661-1241 03-3662-6057

丸磯建設㈱ 〒140-8680 東京都品川区北品川3-6-7 03-5462-8800 03-5462-1628

㈱サクラコーポレーション 〒285-0842 千葉県佐倉市下志津原70 043-460-0211 043-460-0212

イー・イー・ティジャパン㈱
〒141-0022 東京都品川区東五反田1-11-5

電波ビル4階
03-5793-8011 03-5793-8015

日本ニューマチック建機㈱
〒143-0016 東京都大田区大森北2-17-2

αNEXT大森海岸7階
03-5767-7111 03-5767-7112

J－ウィングレンタリース㈱
〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜

3-1-4 プラスタリアビル2階
045-477-3280 045-477-3270

新入会員

社　　名 住　　　所 ＴＥＬ ＦＡＸ

レントリー茨城㈱ 〒311-4163 茨城県水戸市加倉井町416 029-255-0051 029-255-0803

むつみ産業㈱ 〒285-0852 千葉県佐倉市青菅1089 043-461-9674 043-462-0700

代表者変更

社　　名 代　表　者

小松物産リース㈱ 代表取締役社長　小松　周平

㈱瀬戸商会 代表取締役　西村　大輔

共和工業㈱ 代表取締役　長沢　孝

㈱カナモト 代表取締役社長　金本　哲男

㈱機材社 代表取締役社長　丸山　鉄雄

福澤機械㈱ 代表取締役社長　福澤　將浩

エスアールエス㈱ 執行役員社長　添田　美智男

退会

社　　　名

埼玉リース㈱

協 会 情 報
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新入会員紹介
【正会員】

レントリー茨城株式会社
　当社は、1988年創業し茨城県内で、建設機械リース様向けのアタッチメントリース、販
売、修理を手がける会社です。建機メーカー、アタッチメントメーカー、建機リース会社
様のおかげで今日まで来ることが出来ました。
　正会員入会を機に、自社の存在意義をもう一度見直し益々努力して参ります。今後とも
ご支援、ご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

【本社所在地】茨城県水戸市加倉井町470－５
【代表取締役】海老根　廣道
【事 業 内 容】建設機械アタッチメントリース、販売、修理
【資　本　金】1,000万円
【従 業 員 数】４名

【正会員】

むつみ産業株式会社
　弊社は今期30期目を節目の年を迎えるにあたり、新代表のもと経営体制の強化そして営
業販路の拡大に取り組んでおります。
　地域に根付いた仮設トイレや建設機材のレンタル事業を始め、ユニットハウスやオフィ
ス機器のレンタル業務、そして今期、新たに環境事業部を立ち上げ、汚染土壌処理や産業
廃棄物処理といった環境コンサルティング事業を展開してまいります。多岐にわたる事業
を展開することで建設業界とのコミュニケーションの機会を増やし、レンタル業界に貢献
してまいります。
　むつみ産業㈱をどうぞよろしくお願い致します。

【本社所在地】千葉県佐倉市青菅1089番地
【代表取締役】曽根　哲
【事 業 内 容】仮設トイレ、ユニットハウス、オフィス機器、その他建設機材のレンタル

汚染土壌処理・廃棄物処理のコンサルティング、土木工事、解体工事
【資　本　金】5,000,000円
【従 業 員 数】８名
【営 業 地 域】千葉県及び関東全域
【U　R　L】http://mutsumi-sangyou.com/
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【賛助会員】

丸磯建設株式会社
　弊社は1955年に創業し、ダム、道路、宅地造成といった重機土木工事を中心に事業を展
開してまいりました。1976年には医療施設建設を中心とした建築部門を設け、総合建設業
としての体制を固めてまいりました。近年３DMG等のICT重機を多く取り入れ、重機メー
カーと共同でハイブリッド新機種の開発も進めております。
　この度の入会を機に、協会の活動へ参加させて頂くとともに、会員企業の皆様のレンタ
ル業に少しでもお役に立てればと思っております。

【本社所在地】東京都品川区北品川３－６－７
【代表取締役】堀江　秀哉
【事 業 内 容】総合建設業（土木・建築）
【資　本　金】9,800万円
【従 業 員 数】232名（平成28年４月）
【営 業 拠 点】全国
【U　R　L】http://www.maruiso.com/

【賛助会員】

柏木工機株式会社
　当社は今年、創業100周年を迎えたことを契機に五代目の社長にバトンタッチをし「お
客様に喜んで頂くことが第一」の経営理念の下、金物・機械工具・建築資材を中心に卸業
を営んでおります。
　ここ数年の間に、溶接関連・物流関連・土木建築関連等の新たな分野の商品も数多く扱い、
幅広くお役に立てるようにと日々励んでおります。今後は保護具や防災関連の商品にも取
り組んで参ります。
　この度の入会を機に、貴協会のご発展と、会員企業の皆様のお役に立てるよう努めて参
りますので、宜しくお願い致します。

【本社所在地】東京都中央区日本橋小伝馬町６－14
【仙台営業所】宮城県仙台市宮城野区苦竹３－６－10
【代表取締役社長】柏木　秀太
【事 業 内 容】金物・機械工具・建築資材・溶接関連・物流関連・保護具・防災関連等の商

品を扱う卸売業
【資　本　金】8,000万円
【従 業 員 数】56名
【U　R　L】https://www.ins-uni.co.jp
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【賛助会員】

イー・イー・ティジャパン株式会社
　弊社は2002年に、本社USのe-Emphasys Technologies, Inc.の子会社として設立し、
ソフトウェアソリューションを提供する会社として活動してまいりました。
　本社では2004年より建設機械の取扱代理店様やレンタル会社様へ照準を当てた、業務統
合パッケージ（eXtend）の開発を手掛けてきており、現在、世界の13ヵ国40社以上の建
設機械代理店様レンタル会社様が使用され、業務効率向上を含めて大変高い評価を頂いて
おります。
　日本の建設機械マーケットに合致すべく日本語化も終わり、機能も加わり日本のお客様
にもお役に立てる事と確信いたしております。
　この度入会をさせていただき、これを契機に日本の建設機械ビジネスと協会の発展に貢
献出来るよう努めてまいる所存ですので、よろしくお願い申し上げます。

【本社所在地】東京都品川区東五反田１－11－15　電波ビル４F
【代表取締役】チャップマン・アンドリュー
【資　本　金】1,000万円　
【事 業 内 容】ソフトウエアソリューションの開発・保守・サポート提供
【従 業 員 数】11名
【U　R　L】http://www.e-emphasys.co.jp

【賛助会員】

日本ニューマチック建機株式会社
　当社は創業100年目を超える日本ニューマチック工業株式会社の完全子会社として、油
圧ブレーカや、鉄筋コンクリート用圧砕機、鉄骨切断機などの建設機械アタッチメントや、
産業用エアツールを扱っております。
　常に社会とお客様にとって価値あるものを創造し提供することをモットーに、多様な機
械を取り揃えることで、会員企業様からのニーズにお応えするよう従業員一同全力で取り
組んでまいりますので、よろしくお願いします。

【本社所在地】東京都大田区大森北2－17－2　αNEXT大森海岸７F
【代表取締役】廣田　和史
【取締役社長】大場　正史
【事 業 内 容】建設機械アタッチメント及び産業用エアツール販売
【資　本　金】7,000万円
【従 業 員 数】15名
【営 業 拠 点】東京・札幌・仙台
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油脂類の共同購入が三菱商事石油およびユアサ商事を仕入先として平成27年５

月にスタートいたしました。我々レンタル業者にとって仕事柄油脂類の購入量が多

く、それが経費上も大きな負担ともなっており、共同購入によるコストダウンは大

きなメリットにもなります。

この共同購入への参加はあくまでも任意であり、希望される会員様はまず会社登

録が必要ですが登録が購入を義務付けるものではありません。油脂類を購入する際、

既存の取引先および両社の価格を比較検討しより有利な会社から購入すればよく、

購入先の選択肢が広がることとなります。

登録会員には毎月末に翌月の価格表がメールで発信されますので油脂類の相場を

知ることも可能となります。また、価格表に記載の油脂以外も協会会員価格で柔軟

に対応できますので両社とご相談ください。

是非登録をご検討ください。疑問点等有りましたら事務局までご連絡をお願いい

たします。

油脂類の共同購入のご案内

知 ら せお
事務局より⑤事務局より⑤

【賛助会員】

J-ウィングレンタリース株式会社
　当社は2004年の設立以来、レンタカーのＦＣ本部として『Jネットレンタカー』『スカイ
レンタカー』『ウィングレンタカー』の３ブランドで全国展開しております。店舗数は全国
130ヵ所と14,000台のレンタカーを保有し、レンタカー業界全国第６位に位置しておりま
す。その中の『ウィングレンタカー』ブランドは建機レンタル会社様向けを中心に展開し
ております。ＦＣに加盟して頂くことにより、①自動車保険コストの圧縮が可能　②自社
で資金調達が不要　③加盟初期コストが安い等のメリットがございます。
　この度の入会を機に、貴協会のご発展と、会員企業の皆様のお役に立てるよう努めて参
りますので、よろしくお願いいたします。

【本社所在地】神奈川県横浜市港北区新横浜３－１－４　プラスタリアビル
【代表取締役】輿石　隆
【事 業 内 容】レンタカーＦＣ本部
【資　本　金】9,900万円
【従 業 員 数】22名（2016年11月現在）
【U　R　L】http:www.wing-god.jp
　　　　　　 http:www.wing-rent.co.jp



●建設・産業機器レンタル業者向けレンタル専門
●商品カタログのご用命はお電話一本でお届けいたします。
●ホームページで新商品情報がご覧になれます。

防災製品等推奨品証

本　　　社   〒279-0012　千葉県浦安市入船 1-5-2  NBF 新浦安タワー 16F 　TEL：047-316-4688

HP：http://www.r-rental.co.jp 導入事例サイト:http://jirei.r-rental.co.jp/

アールアンドアール
レンタル業界のパートナー
株式
会社

東京営業所 多摩営業所神奈川営業所
サービスセンター 営業開発課 工事課
千葉サテライト店

名古屋営業所埼玉営業所 大阪営業所 福岡営業所
札幌営業所 東北営業所 東北サテライト店

ビューローベリタスは、品質・安全、環境及び社会的責任分野における
適合性評価を行う、世界最大級の検査・認証機関として有名です。

（1）地面に誘起された電荷を用いるため、電源は必要としません。
（2）保守について、費用も手間もほとんどかかりません。
（3）効果は第三者認証機関「ビュー ローベリタス」認証しています。
（4）日本で約1,000ヶ所、世界でも多くの実績があります。

【PDCEの特徴】

従来の、雷を誘導し建物の直撃雷を防ぐ避雷針ではなく、
雷が落ちないように一定のエリアを保護してしまう全く逆の
発想で開発された機器がこの PDCE です。

落雷のメカニズムを理解し、地上から雷雲に向けて放電する「お迎え
放電」を抑制し、落雷自体を発生させない画期的な発想で開発された
避雷針です。建物への落雷による屋内設備の二次被害や
直撃雷による人的被害などを防ぎます。

【落雷を抑制する本当の避雷針】

   【推奨施設】
空港施設、港湾施設、鉄道、道路、病院、オフィス、ホテル、マンション、
データセンター、工場、工事現場、校庭、グラウンド、遊園地、
イベント会場、野球場、ゴルフ場、木造建築、無線アンテナ、
屋外監視カメラ、化学工場、船舶、太陽光パネル発電所など

PDCE
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未来へ伸びる、三笠の技術。
MLP-1212A

Mr.LIGHT 2

FX-40G/FU-162
高周波バイブレーター

転圧センサー

MVH-308DSC-PAS
バイブロコンパクター

NETIS No.TH-120015

MVC-F40S
プレートコンパクター

NETIS No.TH-100006

低騒音型

低騒音指定番号5097

低騒音型
MRH-601DS

バイブレーションローラー
MT-55L-SGK

タンピングランマー

防音型

NETIS No.TH-100005

MCD-RY14
吸塵式乾式カッター

NETIS No.TH-150001

156900_A5.indd   1 2016/05/12   14:48

ｓｅｒｉｅｓ

フルモデルチェンジ 

関東営業所：〒３４９－１１２５ 埼玉県久喜市高柳２６２６ ＴＥＬ：０４８０－５２－６１５６
本社：〒１０５－００１２ 東京都港区芝大門１－４－８ 清和ビル５Ｆ ＴＥＬ：０３－３４３４－３４０１（代）

お問い合わせ、資料請求は
まで

Ⓡ 

ＵＲＬ：

土工用ローラ
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本社：広島市安佐南区大塚西6-2-11

■ 関 東(支) ☎ 0428-32-6777（代） 〒198-0025 東京都青梅市末広町1-7-2

■ 首都圏(営) ☎ 03-3687-5771（代） 〒134-0083 東京都江戸川区中葛西6-1-7

マルチ発電機DGMシリーズが

Ｖ登録の中でもトップクラスの

準推奨技術に選定されました。

国交省直轄工事の活用で、さらに有利になります。

●各出力電源の残容量デジタル表示機能 （特許取得済）

電源の種類別に使える電気の容量も一目で確認できます。
（残容量＝発電能力－使用中の電気）

●エコ発電 ●大型燃料タンク ●オイルガード

もっと快適、もっと便利。

貸して安心、使って満足！
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制度ラインアップとお支払いの対象となる事例

この制度の特長
●日本建設機械レンタル協会の正会員のみが加入できる制度です。

●保険料は、全額損金処理できます。 

　＊今後法改正により変更となる場合があります。

　　実際の税務処理については税理士にご相談ください。

●団体スケールメリットを活かした割安な保険料で大型補償を

　ご提供します。

●協会の指定代理店による徹底したフォローが受けられます。

※この広告は概要のご案内となります。

まずは有限会社ゼンケンまで
ご連絡ください！

協会の指定代理店を
ご紹介します！

＜取扱幹事代理店＞
有限会社ゼンケン（協会事務局内）

〒101-0038  東京都千代田区
神田美倉町 12-1MH-KIYA BLDG.
< キヤビル >5階
ＴＥＬ03-3255-0514
 FAX 03-3255-0513

＜引受保険会社＞
損害保険ジャパン日本興亜株式会社
営業開発部第一課

〒160-8338
東京都新宿区西新宿 1-26-1
ＴＥＬ03-3349-3322 
 FAX 03-6388-0155

SJNK16-12012／2016.11.17

～ ～

＜ご参考＞メニュー１の保険金お支払い実績（注）
（注）2015 年11月1日から 2016 年10月31日までの 1年間です。

ユーザーが舗装工事中バックホーの
操作を誤り、水道管を破損させた。

総合賠償制度 動産総合保険制度

建機をユーザーに貸出し中、台風により
バックホーが破損した。

労災上乗せ補償制度

リース機械の積み下ろし作業中、
機械が横転し下敷きになってしまった。

ダブルリース保険制度

他社から借り入れた建機を自社に保管
中何者かに盗まれた。

https://my.ms-ins.com/page/?x=0000335873&n=wisemantokyo&m=3　Email：teduka@wiseman.gr.jp

東京支店   〒103-0004
東京都中央区東日本橋3丁目11番11号   東日本橋Y

,
sビル7F

日本建機レンタル総合補償制度　指定代理店
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ICT油圧ショベル
ZX200X-5B

日立建機は、施工の効率化や品質向上、労働力不足と

いったお客様の課題に向き合い、情報化施工に対応

する建設機械をはじめ、ICTを活用したソリューションを

提供。お客様の多様なニーズにお応えしていきます。

Reliable solutions powered by ICT

レンタル機をご用命の際は、最寄りの日立建機日本の営業所へお問合せください。

マシンコントロール

お客様の
多様なニーズに応える、
日立のICT建機。

ベテランオペレータのような
施工ができる機能

目標面の施工に対して必要なフロント操作の
一部を、リアルタイムで半自動制御。施工現
場に応じて、３D設計データ又は２D設計
データに対応できます。

www.hitachi-kenki.co.jp/

関東支社 管理グループ
〒340-0004 埼玉県草加市弁天5-33-25　TEL：048-933-0171 FAX：048-935-1689
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ユアサ商事株式会社
建機本部

北海道建機ＰＴ TEL (011)863-0160     中部建機部 北陸駐在 TEL (076)442-1196

東北建機部 TEL (022)236-0875     関西建機部 TEL (06)6266-4541 

関東建機部 TEL (03)6369-1900     関西建機部 中国駐在 TEL (082)245-5622

関東建機部 新潟駐在 TEL (025)287-4721     九州建機部 TEL (092)474-6431

関東建機部 静岡駐在 TEL (054)255-3123     九州建機部 沖縄駐在 TEL (098)876-2192

中部建機部 TEL (052)779-8150

高所作業車

マッスルスーツ

リチウムイオン

バッテリーLED投光機

防災備蓄倉庫

大風量冷風機

4灯式メタルハライドラン
プ油圧昇降式照明

30： LET -3948-6631
30： XAF -3948-6617

〒176-0012  東京都練馬区豊玉北 1-23-4 h t t p : // w w w . b u n j u d o . c o . j p /

広告戦略やオフィス環境などあらゆるお悩み解決します。

カタログ・パンフレット・チラシ・ポスター

業務の“困った”お聞かせください業務の“困った”お聞かせください

Advertising & Printing

デザイン 企画 総合印刷 電子
ブック

ホーム
ページ

オフィス
備品
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平成 29年度

役  員  名  簿
相談役　鬼　丸　卓　哉

役 　 職 氏 　 　 名 会　　社　　名
支　 部　 長 藤　本　俊　雄 ㈱ビー・トライ

副 支 部 長 寅　　　太　郎 ㈱レンタルのニッケン

副 支 部 長 福　山　慎　一 双葉リース㈱

副 支 部 長 小松崎　伸一郎 小松崎機械㈱

副 支 部 長 加　藤　浩　孝 ㈱トーメイ

副 支 部 長 川　曲　幸　生 ㈱タケカワ建機

常 任 理 事 山　下　仁　和 アクト建機㈱

常 任 理 事 三　瓶　　　靖 ㈱サンペイ

常 任 理 事 根　本　忠　康 ㈱エービーリース機械

常 任 理 事 椎　野　尊　広 三成研機㈱

常 任 理 事 今給黎　宣　成 ㈱イマギイレ

常 任 理 事 金　本　龍　男 ㈱カナモト

理　　　 事 丸　山　寛　司 ㈱機材社

理　　　 事 小　俣　智　嗣 ㈱オマタ土鑛機商會

理　　　 事 本　多　安　則 ユナイト㈱

理　　　 事 野　本　芳　英 ㈱共英

理　　　 事 山　岡　武　市 ㈱東京機材

理　　　 事 岡　澤　真　澄 ㈲岡沢機械サービス

理　　　 事 原　田　英　雄 ㈱アールアンドアール

理　　　 事 田　口　正　治 千葉リース工業㈱

理　　　 事 市ヶ谷　昌　彦 朝日機械産業㈱

理　　　 事 山　部　雄　経 信和リース㈱

理　　　 事 葭　谷　文　一 日立建機日本㈱

理　　　 事 野　津　晃　司 西尾レントオール㈱

理　　　 事 池　田　勝　信 ㈱城南建材社

理　　　 事 岡　添　雅　治 ㈲茨城リース

理　　　 事 橋　田　法　清 新光重機㈱

理　　　 事 中　山　誠太郎 コマツレンタル㈱

監　　　 事 黒　米　臣　行 ㈱東リース

監　　　 事 今　村　真　二 ㈱テクノ

賛 助 部 会 長 千　葉　雅　司 ㈱クボタ建機ジャパン

事 務 局 長 前　田　秀　雄 日本建設機械レンタル協会 東京支部
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平成 29年度　役員担当表

委 員 会 委 員 長 副 委 員 長 委　　　員

総務・厚生 福 山 慎 一 加 藤 浩 孝 山 岡 武 市 市ヶ谷昌彦 山 部 雄 経

流　　　通 小松崎伸一郎 加 藤 浩 孝

山 下 仁 和 三 瓶 　 靖 根 本 忠 康 今給黎宣成 金 本 龍 男

本 多 安 則 田 口 正 治 葭 谷 文 一 野 津 晃 司 橋 田 法 清

中山誠太郎

教育・広報 寅 　 太 郎 川 曲 幸 生 椎 野 尊 広 丸 山 寛 司 野 本 芳 英 岡 澤 真 澄

企　　　画 加 藤 浩 孝 小松崎伸一郎

今給黎宣成 小 俣 智 嗣 原 田 英 雄 野 津 晃 司 池 田 勝 信

岡 添 雅 治 中山誠太郎 今 村 真 二

部    会 部　会　長 副 部 会 長 委　　　員

特 殊 機 械 椎 野 尊 広
（晴柀　保）

福 山 慎 一
（平清二郎）

青　　　年 加 藤 浩 孝 川 曲 幸 生 三 瓶 　 靖 小 俣 智 嗣 岡 添 雅 治

賛　　　助 千 葉 雅 司
（居木哲也）

（水野克行）

協 議 会 代 表 委　　　員

東京協議会 三 瓶 　 靖 山 下 仁 和 小 俣 智 嗣 福 山 慎 一 加 藤 浩 孝 池 田 勝 信

千葉協議会
藤 本 俊 雄

原 田 英 雄 田 口 正 治 山 部 雄 経 橋 田 法 清
（富山泰幸）

埼玉協議会 黒 米 臣 行 加 藤 浩 孝 今給黎宣成 川 曲 幸 生 市ヶ谷昌彦

茨城協議会 根 本 忠 康 小松崎伸一郎 丸 山 寛 司 岡 澤 真 澄 岡 添 雅 治

TRゴルフ会
会長：福山慎一　　副会長：池田勝信　　幹事：安藤俊幸（伊藤忠建機）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　児山貴之（ヤンマー建機）
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Ad index 70号広告掲載社

広告主名 掲載頁

㈱アールアンドアール 42頁

㈱日商機械 43頁

㈱タダノ 43頁

酒井重工業㈱ 44頁

三笠産業㈱ 44頁

㈱インシュアランス サービス 45頁

関東鉄工㈱ 46頁

やまびこ産業機械㈱ 47頁

㈱鶴見製作所 47頁

㈱ワイズマン 48頁

損害保険ジャパン日本興亜㈱ 48頁

㈱クボタ建機ジャパン 49頁

日本建設機械レンタル企業年金基金 50頁

㈱ティ・エイチ・アイ 51頁

広告主名 掲載頁

㈱アルタス情報システム 51頁

デンヨー㈱ 52頁

日立建機日本㈱ 52頁

東日本コベルコ建機㈱ 53頁

ヘラマンタイトン㈱ 54頁

ヤンマー建機㈱ 55頁

北越工業㈱ 55頁

柏木工機㈱ 56頁

㈱イーエスエス 57頁

㈱スーパーツール 58頁

ユアサ商事㈱ 59頁

㈱文寿堂 59頁

㈱NSD 裏表紙裏

イー・イー・ティジャパン㈱ 裏表紙
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発行者　日本建設機械レンタル協会 東京支部 
　　　　東京都千代田区神田美倉町12-1
　　　　キヤビル5階（〒101-0038） 
　　　　TEL 03-3255-0515
　　　　FAX 03-3255-0516

発行責任者　教育･広報委員長  寅　太郎
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表紙写真　日本橋高島屋（撮影：太田 正道）

精査、見直し等が出てくると思います。
　私達建設業界、レンタル業界にとって
も日本全体の景気動向を注視しながら前
進していかなければなりません。
　東京では2020年のオリンピック・パ
ラリンピック開催に向けて建設工事が
ピークを迎えてきます。今年は私達レン
タル業界にとっても、会員各社様にとっ
ても飛躍の年になります様、先進的な取
組に工夫しながら更なる成長を目指す年
にしていきたいものです。
　末筆になりましたが、今号もご寄稿・
広告に協賛いただいた会員各位に厚く御
礼申し上げます。

事務局

　新年あけましてお
めでとうございます。
会員の皆様におかれ
ましては輝かしい年
をお迎えのこととお慶

び申し上げます。
　昨年の大きな出来事、アメリカの大
統領選挙がありました。トランプ氏が
大方の予想を覆し勝利したことで全世
界に衝撃を与えました。
　アメリカの新大統領の言動はアメリ
カ１国のことではすまず、世界の政治・
経済に影響を与え世界全体の関心事で
す。日本にとっても安全保障面などの
他、米国のTPP離脱など多くの問題を

編集後記


