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一般社団法人

日本建設機械レンタル協会　東京支部

支部長　小松崎  伸一郎

　新年明けましておめでとうございます。

　正会員、賛助会員の皆様の日頃より

ご支援、ご協力に深く感謝しております。

　2020年東京オリンピック・パラリン

ピック開催まで残すところ１年半を切

りました。首都圏では、新国立競技場

をはじめ、ホテルの新築・増改築、山

手線新駅（高輪ゲートウェイ駅）をは

じめとする交通のインフラ整備工事な

どが最盛期を迎えており、社会基盤整

備にまだ活況が続くものと思われます。

　建設経済研究所によると、2018年

度建設投資は56兆6,700億円、前年

度比1.2％増。19年度は55兆1,500

億円、前年度比△2.7％減の予想がさ

れております。

　また、2018年度政府一般会計予算は

97兆7,128億円と、６年連続過去最大

を更新するとともに公共事業関係費も

５兆9,789億円となっております。2019

年度は102兆円7,658億円、６兆1,736

億円の予想がされています。

　このような状況下、東日本大震災以

降正常な価格に向かったレンタル単価

が供給過多等により、以前の単価に

戻ってきた感もあり懸念される事態も

生じてきております。

　また、我々業界も少子高齢化や業界・

企業に対する魅力不足等から、建設業

従事者の激減に連動し社員の採用難の

状況にあります。併せて「グローバル

化、M&A、専業化」という流れによ

り業者数の減少という厳しい環境が続

くものと予想されます。

　今まさに「協会として何が出来る

か」、協会の存在意義を改めて確立し

ていかなければなりません。業界の諸

問題の解決はもちろん、無意味な価格

競争を是正し、若い世代が中心となり

豊かな発想力を持ち、積極的な議論を

交わし実のある変革が望まれます。

　今年も各委員会活動等を通じて業界

の秩序を維持し、業界の更なる発展を

目指してまいります。そのため、理事

会、委員会，部会活動の活性化と地域

問題対応のため協議会活動の充実なら

びに福利厚生ならびに懇親会の開催に

よる会員間の団結を深めてまいります。

　協会本部独自の「登録制度」の創設

に伴う資格制度「建設機械レンタル管

理士」が昨年10月にスタートしまし

た、「i-Construction」への着実な対応、

全国最大の支部の自覚を持ち
人材育成「働き方改革」に取組みます
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少子高齢化に伴う若年層の人材不足を

踏まえ、魅力ある業界を目指した労働

条件の改善をはじめとした「働き方改

革」や人材育成など業界の地位の確立

と発展のために積極的に取り組んでま

いります。

　更に、関東ブロック他支部との情報

交換と連携の継続、国土交通省関東整

備局との意見交換会の開催、社会貢献

の面からの各種団体等との災害協定の

締結にも積極的に努めてまいります。

　昨年５月におかげさまで東京支部

50周年を迎えることが出来ました。

新たな歴史がスタートいたしました。

今後も会員の皆様とともに、「団結・

信頼・挑戦」の旗印のもと進んでまい

ります。当支部は今後も「全国最大の

支部」の自覚を持ち、「希望の持てる

業界、魅力ある協会」と成るべく活動

してまいります。

　年頭に当たり本年が皆様にとって健

康で幸多き年となりますよう祈念し、

新年の挨拶と致します。
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平成30年

 ８月31日（金） 会報73夏季号発行

 ９月12日（水） 平成30年度第２回理事会・正副支部長会議 山の上ホテル

 ９月20日（木） 協会ニュース95号発刊

 ９月26日（水） 理事会・東京協議会合同懇親会 あみ幸

10月 ２日（火） ミニ油圧ショベルトラブルシューティング講習会 コベルコ市川センター

10月11日（木） 東京協議会：役員会 バネバークス赤坂見附

10月16日（火） 千葉協議会：勉強会 三井ガーデンホテル千葉

10月16日（火）

・17日（水）
職長・安全衛生責任者教育 すみだ産業会館

10月19日（金）

・20日（土）
大型建機部会現場見学 外環自動車道

10月21日（日） 東京支部懇親行事 横浜

10月23日（火） 流通委員会分科会 TKP神田駅前

10月24日（水） 商品講習：タダノ タダノ両国ビル

10月29日（月） TR会幹事会 協会事務室

10月30日（火） 茨城協議会：ゴルフコンペ 石岡CC

11月 ２日（金） 流通問題勉強会 グランドヒル市ヶ谷

11月 ６日（火） 第161回TRゴルフ会 フレンドシップCC

11月 ７日（水） 関東地方整備局意見交歓会 九段合同庁舎

11月 ７日（水） 賛助部会分科会 満勢喜

11月13日（火） 教育・広報委員会 TKP神田駅前

11月13日（火） 働き方改革検討特別委員会 TKP神田駅前

11月16日（金） 50年誌作製特別委員会 グランドヒル市ヶ谷

11月21日（水） 埼玉協議会：ボウリング大会 大宮ラウンドワン

11月22日（木） 千葉協議会：ゴルフコンペ 木更津ゴルフクラブ
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平成31年

 １月22日（火） 千葉協議会：平成31年新年賀詞交歓会 三井ガーデンホテル千葉

 １月24日（木） 東京支部：平成31年新年賀詞交歓会 グランドヒル市ヶ谷

 １月30日（水） 茨城協議会：平成31年新年賀詞交歓会 ホテルグランド東雲

11月27日（火） 茨城協議会：勉強会 ザ・ウェストヒルズ水戸

11月28日（水） 東京協議会：懇親行事 バネバクーズ赤坂見附

12月 ４日（火） 大型建機部会 TKP神田駅前

12月 ５日（水） 千葉協議会：道路部会 東天紅

12月12日（水） 平成30年度第３回理事会・正副支部長会議 グランドヒル市ヶ谷

12月12日（水） 賛助部会合同懇親会 グランドヒル市ヶ谷

12月17日（月） 溶接技能コンテスト開始

12月18日（火） 協会ニュース96号発刊
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　平成31年新年賀詞交歓会が１月24日（木）
午後５時より、ホテルグランドヒル市ヶ谷瑠
璃の間において開催されました。今年も412
名（正会員187名、賛助会員195名、建設会
社15名、来賓６名、報道他11名）のご参加
で開催され、小松崎支部長の下、新しい体制
で迎えた51年目の賀詞交歓会となりました。
　業界的にも、とうとう来年に迫った2020
年の東京オリンピック・パラリンピックに
向け終盤を迎えている状況と併せて、2025
年大阪万博も決まり国内が更なる飛躍の年

として「希望」に満ち溢れた2019年の幕
開けとなりました。
　冒頭、小松崎支部長より「我々建設機械
レンタル業界として、働き方改革、災害対
策、ICTへの貢献などの役割拡大と、新資
格制度・登録制度の定着、人材の育成をテー
マに創立51周年を迎えた東京支部として、
更なる発展に向けて頑張っていきたい」と
の力強い挨拶が有りました。
　その後、川曲副支部長の元気な「乾杯！！」
の発声で和やかな交歓会へと進みました。

支部長　小松崎　伸一郎会場風景

今年も多くの皆様がご出席され盛大に開催

平成31年 新春賀詞交歓会
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国土交通省
関東地方整備局 企画部
機械管理官　中山　利美

副支部長　川曲　幸生

㈱クボタ建機ジャパン
取締役会長
伊達　康二

新入会員のみなさま 副支部長　後藤　津義

一般社団法人
日本建設機械レンタル協会
会　長　角口　賀敏
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■流通問題勉強会

開催日：平成30年11月２日（金）

時　間：12：50～16：30

場　所：ホテルグランドヒル市ヶ谷

　　　　瑠璃西の間

会員各社様には、平素より流通委員

会の活動にご理解とご協力をいただき

厚く御礼申し上げます。

さて流通問題勉強会は第11回目の開

催となり、約120名の方々にご参加い

ただきました。ご多忙の折ご受講いた

だきました皆様にはあらためて感謝申

し上げます。

今回の勉強会は、本年度の活動方針

でもあります 建機レンタル業の価値

創造と経営健全化に向けての研究と対

策 を主眼とし、三部構成にて執り行

いました。

第一部は、学習院女子大学名誉教授 

江口泰弘様を講師にお迎えし、『脱類

似化戦略～選ばれる企業の条件』を

テーマにご講演いただきました。

商戦における「戦略の必要性、競争

力・競争の焦点」のお話から始まり、「３

つの増大戦略・HOSI企業・ビジネス

の再定義・知覚品質」等、顧客から選

ばれるための戦略視点、次に「シンカ

戦略」の必要性と進み、現代は理念再

構築の時代、「理念・信念・専念・一念・

最後は執念」とご講話いただきました。

私自身、冒頭の「会社の倒産は時代

や市場の悪化ではない、顧客満足度の

低下によるもので、市場と顧客は関係

ない」という導入部分からグッと引き

込まれ、業界にとっても弊社にとって

も実践的且つ実用的なお話を拝聴させ

ていただくことが出来ました。

第二部は『新資格制度・登録制度に

ついて』、登録制度特別委員会委員長：

寺本健様、副委員長：橋口和典様にご

説明頂きました。

「建設機械レンタル管理士制度の普

及と資格取得の促進」また、今年度年

度より着手する「レンタル業者登録制

度」の理解度を高め、円滑な導入のス

タートを切ることが出来たと思います。

第三部は、『レンタル業界の未来・

夢を語ろう、希望のある業界に向けて』

を主題に座談会を開催いたしました。

各レンタル会社の若手経営者、㈱エー

流通委員長
後藤 津義（㈱アクティオ）

若年経営者座談会
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ビーリース機械　根本社長様、㈱飯田

電機機械産業　飯田専務様、朝日機械

産業㈱　市ヶ谷社長様、㈱鶴商メンテ

ナンス工業　西村常務様　㈱アクティ

オ　小沼常務様をお招きし、皆様方の

「楽しかった経験や、やりがい」、「レン

タル業界の良い点・悪い点」、「より良

い会社・業界とするための取り組み」

等をテーマにお話しいただきました。

会社の規模に関係なく共通命題があり、

また、共に取り組み解決しなければな

らない課題も多く、最終的には聴講者

も含め、会場が一体化することが出来

た座談会になったと思われます。協会

全体の意識の底上げ、夢のある希望の

ある業界に向けての第一歩が踏み出せ

た事と存じます。

この一年を振り返ってみますと、市

況感としては緩やかに右肩上がりで上

昇を続けていたと感じます。来年から

３年連続で世界的なスポーツイベント

（ラグビーワールドカップ2019、東京

2020オリンピック・パラリンピック、

ワールドマスターズゲームズ2021関

西）が続き、さらに2025年には55年

ぶりとなる大阪万博が開催されること

も決定しました。これらのビッグイベ

ントは我々業界に与える影響も大きい

ですが、逆に、我々は無くてはならな

い存在であり、建機レンタル業の価値

創造と経営健全化に向けての絶好の機

会と捉えております。会員・各社様と

共に多くの成果を残せるよう鋭意努力

してまいりますので、今後とも、ご意

見・ご要望、ご支援・ご協力を賜りま

すよう宜しくお願い申し上げます。

江口 泰弘 先生

橋口副委員長（左）　寺本委員長（右）

後藤委員長挨拶



10

㈱クボタ建機ジャパン、ヤンマー建機㈱、東日本コベルコ建機㈱

講座１　 ㈱クボタ建機ジャパン、ヤンマー
建機㈱、東日本コベルコ建機㈱

　開催日：10月２日（火）
　場　所：東日本コベルコ建機
　　　　　南関東支社市川センター
　受講者：30名
　テーマ： ミニ油圧ショベルトラブルシュー

ティング

　今年度も昨年に引き続き、故障の原因追究
と修理を受講者が自ら解決対応する内容で実
施しました。実技講習を通して知識の修得、
対応力の向上を図ることにより、実際に現場
でトラブルが発生した際に「少しでも参考に
なれば」という意味では実践的な研修ではな
かったでしょうか。
　経験３年までの限定条件で募集した16社
30名の技術社員を午前15名、午後15名の２
部制にして実施しました。講習では経験年数

の近い他社の社員５名がチームを組み、３グ
ループで各メーカーのそれぞれの機械のトラ
ブル解決に取り組み、ローテーションで３社
全ての機械のトラブル対応を経験してもらい
ました。各社の講師の方々からもトラブル発
覚後の初期対応、電気回路図の見方など実践
的な指導をしていただきました。受講者も自
社で扱い慣れているメーカー以外の機械に触
れることで視野を広げ課題克服の力をつける
良い機会となったのではないでしょうか。
　講習後のアンケートからも研修内容につい
て好評をいただき、今後も引き続き同様の講
習を続けて行ってほしいとの声を多々いただ
きました。
　併せて、発電機、高所作業車、ローラーな
どの講習会開催の希望が多くあり今後も賛助会
員各社のご協力を頂きながら、講習機種を選定
し、それぞれ講習内容に工夫を凝らし会員のス
キルアップに繋がる講習を企画してまいります。

商品講習会

講師のみなさん 実機講習 実機講習

受講者のみなさん 実機講習 実機講習
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㈱タダノ

講座２　㈱タダノ
　開催日：10月24日（水）
　場　所：㈱タダノ両国ビル
　参加者：26名
　テーマ： 小型移動式クレーン及びカーゴ

クレーン講習

　今年度商品・サービス講習講座２が㈱タ
ダノの協力により、タダノ両国ビル研修室
で技術社員９社15名の方々が参加して実施
されました。
　午前の部では小型移動式クレーンについ
ての座学講習と屋外でカーゴクレーンの実
技講習が行われました。同時に行われたメ
ンテナンス講習では実際に手順に沿って行
い大変勉強になったようです。
　午後の部では、まず教習センターの紹介

が有り、その後小型移動式クレーンの構造
及び性能、安全対策についての座学講習な
らびに、法令改正に伴う仕様変更など学び
ました。特に新規格の、過負荷防止装置の
実機確認は勉強になったようです。
　また、トラブルシューティングの解説は
今後の業務の参考になるとの意見が多く聞
かれました。
　小型移動式クレーンについては事故事例
も多く、死亡事故にも繫がっているため安
全対策への知識と技術的備えは非常に大切
です。
　限られた時間での講習会でしたが受講者
の皆様からも役に立つとの声を多くいただ
きました。協会としても今後、皆様からの
これら要望を参考にさせていただき実務的
な商品講習の開催を検討してまいります。

商品講習PART Ⅱ　

座学講習

実機講習

受講者のみなさん

実機講習
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第161回TRゴルフ会

　平成30年度第２回目となる第161回大会
が11月６日（火）茨城県常総市のフレンド
シップカントリークラブに28名が参加し開
催されました。
　あいにくの天候で後半は雨の中のプレー
となりました。

　参加された皆様は日頃鍛えた腕を十分に
発揮され、コミュニケーションもとりなが
ら楽しんでプレーをされていました。
　またTRゴルフ会も池田新会長のもと、
新メンバーが加わりました。
　今回を機に固定ハンデを改正し、次回は
新ハンデでの開催となります。
　歴代優勝者には少々厳しい改正ですが
「参加者全員に優勝のチャンスが期待でき
るように」との改正です。
　今回、上位に初参加者が多く入りました
が、恒例ルールで順位の繰り下げを行いま
した。次回からも引き続きの活躍を期待い
たします。
　当日の成績は次の通りです。

TRG会ゴルフコンペ

第161回

優 勝 鈴 木 康 友 鈴木機工㈱ ネット75（アウト35　イン40）

準優勝 荒 井 敏 彦 ㈱共英 ネット77（アウト51　イン46）

3 位 千 葉 雅 司 ㈱クボタ建機ジャパン ネット77（アウト47　イン47）

会　員　募　集
　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。

ゴルフ会参加のみなさん

優勝の鈴木さん（右） 池田会長（左）　準優勝の荒井さん（右）
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　平成30年度の職長・安全衛生責任者教育

が10月16日・17日、錦糸町のすみだ産業

会館で９社17名が参加して開催されました。

　講師による講義だけではなく、４～５名

ずつ４班のグループで、リーダー・発表者・

記録者・他グループへの質問者の役割を

ローテーションし、各問題点の検証など、

自由討議が行われました。受講者各々が職

長の役割を理解しながらグループのメン

バー内で熱気のある討議が行われ、まとめ

た解決内容を発表されていました。日頃、

人前での発表の経験が少ない受講者も多く、

最初は消極的に感じられましたが、２日目

にはグループ内の団結も加わり、積極的な

姿勢に変化していく姿は講習の成果ではな

いでしょうか。

　また、ビデオによる現場での職長の働き

の内容も実践的でわかりやすく大変勉強に

なったとの感想も多く出されました。

　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、事業主が実施すること

が義務付けられています。現場内での安全

への意識、規律徹底の要求はますます高

まっており、私達レンタル各社としても現

場で行う機械の保守・メンテナンス作業の

際、必要とされる資格です。

　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

受講者のみなさん

講習会

大池講師

グループディスカッション



14

　大型建機部会では、10月19日（金）総
勢10名の参加で、都内建設現場をぐるっと
回って見学してきました。
　新築工事では、オリンピック施設や再開
発ビル、新駅、物流倉庫、トンネルなど、
解体工事では、大規模開発に伴う大型解体、
清掃工場の煙突解体などでした。現場の諸
事情で具体的に施設名を出せませんが、各
現場とも大変参考になりました。
　都内現場巡りの後、箱根湯本に場所を移
し、会員各社の親睦を深めました。
　また12月４日（火）第４回部会が開催さ
れ、各会社から現状の報告が有り、中でも
関西本社の会員からは、大阪万博誘致での

今後の明るい見通しが報告され、オリン
ピック後の業界の予測などを含め、活発な
意見交換が行われました。続いて、今回の
勉強会は㈱アクティオ島谷氏から働き方改
革に関連する法律などを中心に、４月から
の改正点など説明が有り大変勉強になりま
した。
　来年度もいろいろな勉強会を企画すると
ともに、同業者間の連携を保って活動して
いきます。最後にレンタル協会東京支部並
びに大型建機部会の益々の発展と会員各社
の繁栄を願い報告とさせて頂きます。

平 清二朗（西尾レントオール㈱）

大型建機部会研修会報告

　今年度の会員親睦会は人気スポットで予
約が難しいと言われている横浜工場夜景見
学ツアーを、10月21日（日）秋晴れに恵ま
れ最後は心地よい夜風を受けながら、お子
様14名を含む57名の方が参加されました。
　昼過ぎに、横浜の三菱みなとみらい科学
館に現地集合し、まずは最新のテクノロ
ジーを体験しました。館内は航空宇宙ゾー
ン・海洋ゾーンなどテーマ別に体験ができ、
子供たちは、今まで体験したことない異次
元空間に興味津々でした。１時間の見学時
間は少々物足りなかったようです。

懇親行事：横浜夜景クルーズ見学ツアー

大型建機部会 研修会参加のみなさん

三菱みなとみらい科学館
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　その後、各自電車・車を使って横浜元町
中華街で再集合し、揚州飯店本店で自分で
作った餃子と豚まんをはじめ、本格中華料
理の少し早目の夕食をいただきました。日
頃料理をしないお父さんたちの作った形の
変な？餃子・豚まんも味は大変おいしかっ
たですね。
　夕暮れが迫った17時頃、今回の懇親行事
メインイベント工場夜景クルーズが出発し
ました。貸切クルーズに乗船し、約１時間
30分の間、ガイドのおばさんの言うとおり
右や左休むことなく目を向けながら、夜の

工場地帯から放たれる幻想的な景色を堪能
しました。改めて感じたことは、さすがに
横浜みなとみらいの町の夜景は機麗でした。
　19時前に無事山下公園に寄港し、皆様全
員笑顔で解散できた事、本当にありがとう
ございました。日曜日の夜ということもあ
り翌日からの１週間の始まりに向けて気持
ちを切り替えながらそれぞれが家路につい
ていきました。１日お疲れ様でした。
　来年度も楽しい行事を計画しますので是
非ご参加ください。

昼食会参加のみなさん

工場夜景クルーズ船上

見学ツアー参加のみなさん

みなとみらい夜景
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　平成30年12月12日（水）午後５時20分
より、理事会、賛助部会合同忘年会が、ホ
テルグランドヒル市ヶ谷瑠璃西の間におい
て開催されました。107名（役員29名、賛
助会員78名、）のご参加をいただき、小松
崎支部長の挨拶で開会しました。今回は鬼
丸、藤本両相談役をお招きしての開催とな
りました。
　千葉部会長の元気な「乾杯！」のご発声
で開宴し、各テーブルとも和やかに懇親を
深めておりました。

　中締めには加藤副支部長に急きょご登壇
いただき「50周年記念誌」の宣伝もお願い
しました。最後に「地震、大雨など甚大な
災害が多かった平成30年の行事も予定通り
終了し来る新年が皆様にとってより良い年
になりますように」と願いを込め三本締め
で閉会となりました。
　今年１年間理事の皆様大変お疲れ様でし
た。また、賛助会員の皆様にも絶大なご協
力を賜り厚く御礼申し上げます。
　来年もどうぞよろしくお願いいたします。

平成最後の理事会・賛助部会合同忘年会開催

建機貼付シール販売再開のお知らせ
　平成26年度から販売させていただき、29年度在庫切れにより一時販売を中止させてい
ただいている建機貼付シール（会員証・不正軽油使用・泥落し）ですが、皆様からのご
要望が多い為販売を再開させていただく予定です。
　販売開始時期は改めてご案内させていただきます。

事務局より①

警 告
！

軽油以外給油禁止

一般社団法人
日本建設機械レンタル協会

燃料の選定ミスに起因した修理および保全に要した
費用は全額請求させていただきます。

東京支部

「不正軽油使用警告」シール
直径140mm（正円）

！厳 　 守
泥・生コン・合材等の清掃に要した費用は
全額請求させていただきます。

泥落とし

一般社団法人
日本建設機械レンタル協会

東京支部

「泥落とし厳守」シール
タテ140mm×ヨコ120mm

私
た
ち

は
、安
心・安

全な機械を提供
し
ま
す

一般社団法人
日本建設機械レンタル協会

会　員　証

東 京 支 部

「会員証」シール
直径140mm（正円）

小松崎支部長挨拶 合同忘年会
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　第７回となる関東地方整備局との意見交

換会が11月７日（水）、千代田区九段の合

同庁舎において協会側から小松崎支部長他

15名、行政側から企画部部中山機械管理官

他６名の総勢21名で開催されました。

　行政側からICT施工の取り組み・新技術

の活用状況、関東地整のICT活用工事の状

況が説明されました。

　ICT施工に関しては「現場ニーズ」と「技

術シーズ」のマッチングを目指し企業間連

携の提供・技術開発の促進・社会実装への

制度基準の整備など詳しい説明が有りまし

た。また、新技術活用システム（NETIS）

を中核としたシステムの確立などの説明も

いただきました。

　協会側からはレンタル業界の概況説明の

後、西尾レントオール㈱藤井課長より、

ICTレンタルの現状と新技術について説明

が有りました。

　また、同じくICT関連機械の新技術に関

連する開発、製造の現状の説明が有りました。

　質疑応答では、双方からいろいろな意見

が出され、活発な意見交換会となりました。

　意見交換会は協会としても行政との更な

る関係強化のための重要な行事であり、時

代の進化に伴う課題解決に向けて今後も定

期的に開催してまいります。

関東地方整備局意見交換会

意見交換会

西尾レントオール㈱　藤井課長（中） 日立建機日本㈱　山根課長（左）　出口主任（右）

本部小椋専務理事 関東地方整備局のみなさん
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理 事 会

TRゴルフ幹事会

流通委員会座談会リハーサル

平成30年９月12日（水）

平成30年10月29日（月）

平成30年10月23日（火）

正副支部長会議

平成30年９月12日（水）
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働き方改革検討特別委員会

溶接技能コンテスト事前講習

平成30年11月13日（火）

平成30年12月３日（月）

50年誌作製特別委員会慰労会

平成30年11月16日（金）

教育広報委員会

平成30年11月13日（火）
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車両貼付シールを活用下さい
東京支部では会員のお客様が車両を使用し運転する際の注意喚起のため、車両の

キャビンの乗降口ドア部分に貼付する【免許区分シール】２種類（「準中型免許」

と「中型免許」）を作成して販売をしております。

新制度がスタートしてからの無免許運転防止に是非お役立てください。

ご注文は事務局までお願いします。（１枚100円）

※カラー見本は当支部ホームページでご確認下さい。

事務局より③

車両総重量
最大積載量

7.5t以上～11 t未満
4.5t以上～6.5t未満

一般社団法人 日本建設機械レンタル協会

中 型 免 許中 型 免 許
車両総重量
最大積載量

3.5t以上～7.5t未満
2t以上～4.5t未満

一般社団法人 日本建設機械レンタル協会

免 許準 中 型 免準 中中中中 免 許許型 許型 許型 免免 許許許免型 許型 免 許準 中 型 免 許

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。

　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30年４月１日から31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100人、各社２名までとする。

事務局より②事務局より②
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平成30年11月28日（水）、昨年度大変
好評であったことから、東京協議会主催で
の忘年ダーツ大会が、バネバクーズ 赤坂
見附店にて開催されました。
当日は、当初予測していた人数を大幅に
超える、72名の各社参加者が集まり、店内
にはスタート前より懇親ムードと合わせ、大
変な熱気が渦巻く状態となっておりました。
㈱電動舎の石畑支店長の司会の元、チー
ム分けの発表がなされ、10チームに分けて
の団体戦がスタート。ダーツ歴が二桁年数
の方から、本日が初めての１stゲーマーの
方までが混在する、混成チームの為、会場
からは一投ごとに【おおー、凄い】から
【あー、残念】まで、多数の歓声があがる中、
ゲーム進行されていきました。
途中敗者復活線もまじえながら決勝戦ま
で行われ、

団体戦は

優勝　台番号　７番チーム
２位　台番号　５番チーム
３位　台番号　４番チーム

　同時に行われていた、個人戦においては、
個人成績（カウントアップ）

１位　679点　リフト商事㈱　稲葉拓也様
２位　641点　㈱ワイズマン　田部井俊博様
３位　542点　㈱トーメイ　加藤浩孝様

　の各位方々が獲得され、今回参加各社か
ら提供いただいた豪華商品を贈呈されるこ
ととなりました。
参加者からは、【非常に楽しめた】や【プ
ライベートでも１度やってみたい】等、賞
賛の声が聞かれ、早くも来年度の再実施が
楽しみにされた会となりました。

都会 一郎（㈱レンタルのニッケン）

東京協議会

団体優勝のみなさん

小俣会長ルール説明

優勝グループキャプテン　加藤副支部長

ダーツ大会参加のみなさん
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　平成30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

ペも無事修了いたしました。

【活動報告】
１、平成30年度勉強会開催
　10月16日（火）に勉強会、並びに懇親

会に約130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部は住友建機販売

㈱ 鈴木様より『住友建機の取組み（ICT、

安全他）』 と題しICTと建設機械に求めら

れている安全技術について講演いただき

ました。

　第２部は㈱帝国データバンク 加藤支店

長様より『千葉県の経済状況と建設業界

の動向について』と題し講演頂き今後の

千葉県経済と建設業界の今後を解り易く

ご説明いただきました。

　その後各先生方をお招きし懇親会を開

催しました。西村代表の挨拶、住友建機

販売㈱ 宇野支店長の乾杯で情報交換の場

へと移行し、総務委員長の千葉レンタル 

七谷社長の中締めで和やかに閉会しまし

た。

２、第14回ゴルフコンペ（藤本杯）開催
　11月28日（水）に藤本杯ゴルフコンペ

が木更津ゴルフクラブで６組22名で開催

されました。少々雨に降られましたが、

素晴らしいコースを皆堪能したことで

しょう。

　優勝は千葉協議会代表の㈱鶴商メンテ

ナンス工業 西村様、準優勝は三笠産業㈱

の松本様でした。ベスグロは接戦の中85

で㈱加藤製作所 中島様でした。

　皆様大変お疲れ様でした。

３、平成30年度流通委員会（道路部会）開催
　12月５日（水）に流通委員会（道路部会）

が東天紅の部屋を借りて開催されました。

今回はフリートーク形式で流通問題、各

社の取組みが議論され活発な意見交換の

場となりました。又、同じく東天紅に各

役員が合流し総勢23名参加の忘年会へ移

行し、西村代表を中心に和やかな時間を

すごしました。今年の千葉地区協議会の

行事も当委員会で無事終了する事ができ

ました。千葉地区協議会会員の皆様には

大変お世話になりました。

　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。

廣尾 健太郎（ヤンマー建機㈱）

千葉協議会

勉強会 ゴルフ大会参加のみなさん
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８月21日（火）さいたま共済会館にて
今年度第２回勉強会を開催致しました。第
１回に続き、お客様から貰えそうで貰え
ない各社の問題点を行いました。
エリア別で５グループの班をつくり、
ディスカッションして頂きました。対応
策で多かったのが、補償料の適正化を進
めていく上で、見積り段階ではっきりと
明記し、人件費が掛かるものには必ず費
用が掛かることも明記、説明をしていく
ことをする。と言うことの発表がありま
した。第１回目の勉強会でも出ました「込」
「一式」の言葉と書き込みは絶対にしない
と言うことも改めてお願いしまして勉強
会が完了しました。
その後懇親会が行われ懇親を深めるこ
とが出来たと思います。参加して頂きま
した皆様、本当にありがとうございました。
また、11月21日（水）大宮ラウンドワ
ンにて埼玉協議会ボウリング大会を開催
いたしました。例年同様、賛助会員さん

にも参加して頂きまして、忘年会を兼ね
た表彰式＆懇親会を行いました。
会員企業43名、賛助会員企業37名計80
名を12レーン（72名）にエリア事に振り
分けた団体戦と個人戦を行いました。
日頃の勉強会では、中々見れないハイ
タッチや声援、口を大きく開けて喜ぶ顔や、
肩を落として下を向いて悔しがる仕草が、
自然とチーム内のコミュニケーションを高
めていきました。同じ目標を認識して、お
互い一生懸命に行動して、喜び、称え合い
ながら行うことで、チームが団結すること
を改めて勉強させて頂きました。ご参加の
皆様本当にありがとうございました！
埼玉協議会では年４回の勉強会を開催
しています。２月新年会、５月勉強会、８
月勉強会、11月勉強会（ボウリング大会
＆忘年会）です。2019年も多くの方にご
参加頂き、レンタル業界を盛り上げて行
きたいと思いますので宜しくお願い致し
ます。 埼玉協議会代表　黒米 臣行

埼玉協議会

ボウリング大会参加のみなさん

グループ発表グループディスカッション

勉強会
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第２回勉強会
平成30年11月27日（火）ホテル・ザ・ウェ
ストヒルズ水戸（水戸市）に於いて茨城
協議会第２回勉強会を正会員23社40名、
賛助会員26社41名、非会員４社の計87名
参加し、開催しました。
第一部では、本部太田正道様から、｢登
録制度・建設機械レンタル管理士の資格
取得｣ の題目で、社会的地位と質的向上
を目指すために、正会員と非会員の差別
化を図るべく、10月23日からスタートし
た建設機械レンタル管理士資格制度のイ
ンターネットでの申し込み方や資格取得
の一連の流れを丁寧に説明して頂きまし
た。県内での申し込みは若干名ですが、活
発な質問や意見交換も行われ関心の高さ
が見受けられ、参加者の中には取得でき
れば名刺に記載したいと声を高めていま
した。
第二部では、笹沼尉行特定社会保険労務
士様より ｢働き方改革における労務管理

講座｣ で講演をして頂きました。最後に
全員で人手不足への対応、女性の社会進
出、外国人就労者の対応等出席者全員で
考え発表して頂き、事の深刻さが刻一刻
と迫っている実感を肌で感じました。
第三部では茨城協議会初の賛助会員様
により新商品発表会を７社様（ハスクバー
ナーゼノア㈱様・東空販売㈱様・デンヨー
㈱様・スーパー工業㈱様・北越工業㈱様・
ユアサ商事㈱様・荒井商事㈱様）に新商
品発表および会社説明を頂きました。会
員・賛助会員様からも高い評価をして頂
き成功裏に終わりました。
その後懇親会で、東京支部長小松崎様よ
り挨拶、乾杯の発声を賛助会員代表の㈱
クボタ建機ジャパン 鈴木所長にお願いし、
約１時間半の懇親後中締めを㈲茨城リー
ス 岡添社長で閉めて頂き散会となり、二
次会は各々水戸の街へと繰り出して行き
ました。

茨城協議会代表　根本 忠康

茨城協議会

勉強会商品講習会

根本代表挨拶笹沼先生
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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。

　「レンタル会社を探す」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

50周年誌「わたしたちの歩み」販売について
　昨年５月18日の50周年記念祝賀会の開催に際し多く
の皆様にご参加いただき盛会裏に終えることができま
した。お陰様でこの50周年を振り返り、新たな50年へ
と思いを馳せる楽しい宴となりました。
　さて、この50周年を機に創立50周年誌「わたしたち
の歩み」を発行いたしました。
　本記念誌は、50周年を協会の歴史を振り返ることが
できる内容の他、建設機械の歴史や社会情勢の変化、
公共工事の歴史なども振り返るとともに、経済の歴史な
ども網羅させていただいております。
　会員様には各社１冊お送りしていますが、若干の在庫
がございます。
　購入のご希望がありましたら有償販売（8,000円/
１冊・送料、税込み）となりますが事務局までご連絡を
お願いします。
　連絡先：03－3255－0515　東京支部　事務局
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企業特集
デンヨー株式会社

未来に向かってつくり続ける、動かし続ける。

デンヨーは、1948年に創業、1959年に国内初のエンジン溶接機を開発して以来、エ
ンジン溶接機のパイオニアとしての礎を築いてまいりました。社会を動かし続ける屋外
パワーソースのリーディングカンパニーとして培ってきたノウハウと豊富な経験を活か
し、エンジン発電機、エンジン溶接機、エンジンコンプレッサを中心に、お客様のニー
ズに応えるさまざまな製品を国内外のお客様へお届けしてまいりました。
デンヨーグループはこれからも、創業以来受け継がれている「三者の得（使う人、売る人、
造る人がともに繁栄すること）」を理念に、世界中のお客様のニーズに合った製品開発
に邁進すると同時に、新しい付加価値を持った新製品の開発にも挑戦してまいります。
今後とも皆様のご指導ご鞭撻を賜りますよう心よりお願い申しあげます。

■本　　　社　〒103-8566 東京都中央区日本橋堀留町二丁目８番５号　
　　　　　　　TEL：03-6861-1111(代)
■福 井 工 場　〒919-1397 福井県三方上中郡若狭町相田38-1
　　　　　　　TEL：0770-45-2211
社　　　　名　デンヨー株式会社
創　　　　立　1948年７月２日
資　本　金　19億5,483万円
従　業　員　1,277名（連結）561名（単体）
主な事業所　本社・福井工場　他20事業所
グループ会社　国内３社　海外８社

代表取締役社長　白鳥 昌一 氏建設現場やイベント会場など幅広い用途で活躍し
ます
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特集「働き方改革」
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働き方改革
促 進

働き方改革検討特別委員会

一般社団法人 日本建設機械レンタル協会  東京支部

ご協力ください‼

レンタル品は

までの返却をお願いします
17:30

働き方改革ポスター

このポスター（Ａ２判）をご希望される方は、事務局までお問い合わせください。
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　ゴルフというスポーツの魅力とは何かと考

えてみると、いくつか挙げることができます。

自然相手で同じゴルフ場でも訪れる日によっ

て、千差万別の顔がある事。また数少ない審

判のいないスポーツで、常に自身を律する必

要がある事。全く見知らぬ人でも老若男女問

わず、一緒にプレーができる事等々、他のス

ポーツにはない魅力がたくさんあります。

　別の側面ではゴルフがうまくても、一方、

エチケット・マナーができていないと意味が

ないとおっしゃる方も多くいらっしゃいます。

このエチケット・マナーは高校・大学の７年

間で色々な方からご指導いただいたからこそ、

今の私があると感謝しております。

　私がゴルフと出会ったのは、おそらく小学

生より前だったと記憶しております。祖父母

（弊社創業者）の夫婦共通の趣味がゴルフで、

それに伴い私の両親もやっていた影響を受け

幼少期は祖父母と父がプレーしているなか、

母と我々兄弟がゴルフ場練習場で「球拾い」

と称し広い敷地

でゴルフボール

相手に遊んでい

た微かな記憶が

あります。

　そんな私です

が、小中学校で

は野球少年でし

た。小学校高学

年で肘を壊した

為、当然ながら

成績は振るいませんでした。中学の卒業間際

に野球を続けるかどうか悩んでいたところ、

進学先の高校にゴルフ部があり、また両親の

勧めや、「中学野球部同期がゴルフをやって

みよう」との誘いもあり、高校から本格的に

ゴルフを始める事となりました。実は進学前

に高校ゴルフ部を調べてみると、「部室が授

業中に燃えた」等の逸話があり、入部するま

では「どれだけ怖い先輩がいるんだろう」と

不安な気持ちだったと鮮明に覚えています。

プロを夢見た学生時代
　私自身「熱しやすい性格」もあり、ゴルフ

にはまり３ヶ月で100を切ることができまし

たが、今現在客観的に当時を振り返ると、そ

れほど真剣にゴルフをしていなかったと思い

　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。

　今回は鈴木機工株式会社の鈴木様に投稿いた

だきました。

「ゴルフ」の魅力は数知れない！
「ゴルフ」に感謝！

鈴木機工㈱

鈴木 康友

筆者の華麗なスウィング
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ます。ゴルフクラブを買うという口実で夏休

みにアルバイトを始め、アルバイトばかりで

練習もせず、貯めたアルバイト代も、なぜか

バイク購入資金に消えたりしました。そんな

状態でラウンドすれば当たり前で良いスコア

が出るはずもなく。そんな高校時代ですが、

何とか関東大会へ出場でき、何を思ったか当

時は大学進学よりもプロゴルファーを夢見て

「ゴルフ研修生になりたい」と父に伝えると、

「お前なんかにそんな才能はない」と父親に

一蹴されたのを覚えています。プロゴル

ファーの夢は大学４年間が終わった時点でも

う一度考えようと、大学へ進学し、高校時代

では関東止まりだった全国大会出場が大学入

学時点での目標となりました。大学ゴルフ部

は高校時代が「ぬるかった」こともあり、こ

れほど厳しいのかと最初は退部も考える程で

した。火～土毎日朝練で学校に７時集合、夕

方からはOBの経営する練習場で練習と平日

は家を朝６時に出て、家に帰るのが夜中12

時前、土日はキャディと朝の休みが月曜しか

ない毎日でした。また合宿では、下級生は集

合場所（当時は主に東北道下り佐野PA女性

トイレ前）に30分前に立って到着した先輩

に意味不明な大声で挨拶、ラウンドではゴル

フバックを担ぎ、先輩のボール探し、自身の

ボールまでダッシュ、ゴルフ場トイレ・風呂

のタオルは使用禁止で持参、ミーティングで

は正座で怒られ３時間、等々今思うと理不尽

でよくわからないルールが多々あったと思い

ます。当然ですが、私も上級生になってやら

れたことはやり返しましたが。

　もちろん今のこのご時勢このような事はな

くなり、時代に即した部活動運営をしている

ことを補足させてもらいます。

　大学ゴルフ部の成績は大学４年生時に全国

出場を果たせましたが、プロへの夢は大学３

年生の個人戦で同伴競技者に現在プロのメン

バー２名と一緒になり、「なることはできて

も生活は無理」と実感したことで諦めました。

しかしながら、高校、大学の７年間でのゴル

フ部という部活動で得た経験は色々な場面で

役立っており、とても貴重で充実した時間で

あったと思います。

「ゴルフほど人の付き合いで濃密なものはない」
　昨今ゴルフ人口の減少が顕著であり、時間

もお金もかかるなどの理由から、敬遠されが

ちですが、ゴルフ程人付き合いで濃密は時間

を過ごせる機会はないのではと思います。小

さい子供から年配まで老若男女問わず、５時

間近い時間を４人で過ごす事は中々あるもの

ではなく、またゴルフは本当にその人となり

が良くわかるスポーツでもあると感じていま

す。気になる人がいたら是非ゴルフを誘って

みてはいかがでしょうか。

　最後になりますが、東京支部TR会では会

員を募集しておりますので、ぜひご参加くだ

さい。

某メーカー主催ゴルフコンペ

大学時代のゴルフ部のみなさん
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７月の西日本豪雨、８月の度重なる台風

被害、更に９月の北海道胆振東部地震と災

害が頻発（まず被災された方々にお見舞い

申し上げます）と併せて、今夏の酷暑を象

徴とするように、12月で夏日を記録する

など異常気象が続いています。

そんな年の瀬12月初旬、千葉県市原市

の株式会社サン・アルゲンに佐々木大助社

長をお訪ねしました。

同社は1965年創業の「㈱三友鋼機グ

ループ」の一員でレンタル部門を母体とし

て1985年に設立し、時代のニーズに合っ

たビジネスを積極的に展開されています。

市原・京浜（川崎）・仙台の３拠点営業

展開し、石油、化学、製鉄・電力などプラ

ント工事会社へのレンタルを中心に活動

され、複雑にハイテクノロジーが要求され

る分野の発展に貢献しています。

主な取扱商品は、電気溶接機、エンジン

ウェルダー、発電機、コンプレッサなどで

様々な関連工具、ポンプ、仮設機材などの

レンタルをしています。

佐々木大助社長は、前述の㈱三友鋼機グ

ループ創業者　佐々木大八氏（現　株式会

社サン・アシート代表取締役会長）のご子

息であり、1989年（平成元年）同じくグ

ループのレンタル部へ整備士として入社

されその後、ガスメーカーへ出向し３年間

営業部門、工場、経理など勉強されたのち

2010年（平成22年）39歳の時に㈱サン・

アルゲンの代表取締役に就任されました。

「お客様第一主義」を貫き様々なレンタ

ル機械への積極的な投資や、レンタルカタ

ログ作成等に一から取組み、現在の地位を

築くためには大変なご苦労をされたそう

です。また現在、独自のICタグシステム、

移動倉庫など業界の中でもいち早く採用

し商品管理を徹底的に行っています。その

結果出入庫時の時間短縮、未請求品など大

きく改善できました。

更に、2019年６月予定で、近くの袖ケ

浦椎の森工業団地に「㈱サン・アシート機

材センター」の開所が決定し、レンタル機

械整備等の集中管理と併せて物流管理で

全国各地の現場への配送拠点とする等、一

層の業務効率化を推進しておられます。

佐々木社長にご趣味をお伺いすると、「ゴ

ルフ」と「釣り」と即答されました。

ゴルフはお客様と仕事上でやることがほ

とんどですが、たまにはプライベートで仲

間と楽しんでいます。一方釣りはグループ

会社の仲間と行くことが多く月１回ほど

早朝に出航させているそうです。（最近は

時代のニーズに即応する、
よりよい製品とサービスの提供

株式会社 サン・アルゲン

代表取締役社長 

佐々木 大助
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ら掲げられた社訓『信』をモットーに今後

更に業績を伸ばし、おそらく来期には目標

100億突破されるのではないかと確信いた

しました。

佐々木社長とは小生の前職時代から数年

間仕事上でお付き合いさせていただいて

いましたが、佐々木社長についてまず思う

言葉は、「豪快」、「ポジティブ」、「面倒見

がいい」でしょうか。ただ、いざ仕事の交

渉は厳しかったと記憶しています。佐々木

社長はまだ若く、これからの業界を先頭に

立って引っ張ってくれるものと確信して

います。同社の更なるリードとご発展、

佐々木社長のご健康を願い元気で綺麗な

女性陣に見送られ帰路につきました。

 （まとめ：大森 達也）

忙しくてあまり行けていないようですが）

佐々木社長のご家族は奥様と大学生、高

校生２人の娘さんがいらっしゃいます。休

日も趣味に没頭することが多く、まさしく

「亭主、元気で留守がいい」を地で行って

いるそうです。一方、社員の家族への感謝

を込めて行っている「家族の集い」を毎年

10月に市内のホテルに社員の家族全員を

招待し、ご家族の前で優秀な成績を残した

社員の表彰も行っているとのことでした。

現在「働き方改革」が話題ですが、人手不

足でまだ社員に無理をさせることが多く、

家族の皆さんの協力なしでは今の会社の

発展はなかったとおっしゃっていました。

とはいっても、今後避けては通れない問

題、有給休暇・仕事時間・残業時間などの

改善には前向きに考えていかなくてはと

真剣に話されました。

今後の会社の「目標、夢」は？との質問

には、現在㈱三友鋼機グループ総売上86

億（2018年９月）ですが、「まずは100億

が目標です。併せて、グループは2019年

で創立55周年ですので、次の60周年へと

会社を発展させることが目標である」とお

答えになりました。

最後に同敷地内に10年前からオープン

したプロショップ「道具館」を紹介いただ

く為、店内を案内していただきました。広

い店内に様々な商品が陳列され、間違いな

くホームセンターより多い品揃えに驚き

ました。以前はお客様へは小物からでも配

達していましたが、今では反対にお客様が

必要に応じて買いに来てくれるそうです。

現場に合わせ早朝よりオープンの為、社員

は大変ですが、これからのレンタル業界の

在り方を教えられた気がします。

お父上様の佐々木大八会長が創立当時か
プロショップ「道具館」
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今回は10月6日に豊洲に移転しま

した東京都中央卸売築地市場を懐

かしみ、築地場外市場近辺を散策

いたしました。

「築地市場」は東京都中央区築地に
1935年から2018年まで83年間に亘って使
用されていた卸売市場です。東京都内に11
箇所ある東京都卸売市場のひとつで、規模
は日本・世界最大であり（面積は大田市場

の方が広い
が、取引金
額は大田市
場より大き
か っ た ）、
代表的な卸
売市場です。
築地市場が
扱う生鮮品

の良さや食堂棟のグルメがマスコミに頻繁
に取り上げられるようになったこと、築地
市場の売上減少により業者以外の入場規制
の解除を行い観光客の誘致を行い、一般見
学者や購買客が大勢訪れました。現在は東
京の観光ガイド本はもちろん、外国人向け
旅行ガイドブックにも取り上げられ、日本
の代表的な観光地となっています。
2018年10月11日以降、築地の卸売機能
は「豊洲市場」へ移転しましたが、隣接の
約460軒の小売・飲食店が営業する「築地
場外市場」は、都民の希望が叶って（９月
27日一般投票）現在の名称で営業すること
になりました。
豊洲市場の土壌汚染問題や仲卸業者への

補償問題、解体工事の際の老朽施設に含ま
れる有害な石綿の飛散防止、ねずみの駆除、
行き場のなくなる猫など今後の問題も懸念
されますが、豊洲市場、築地場外市場が共
存できるよう市場間の輸送方法など連携し
ながら「築地ブランド」を守るべく街づく
りに取り組
んでいます。
今回はじ

めに紹介す
る築地周辺
のスポットは
「築地場外
市場」。平
日にもかか
わらず外国
人観光客を
はじめ一般
観光客で賑
わっていま

築 市地 外 場場

有名な玉子焼き店

築地場外市場

活気あふれる波除通り
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した。水産物店をはじめとしてさまざまな
店舗がところ狭しと軒を連ね、買い物客や
観光客で常に賑やかです。飲食店も多く、
朝早くから寿司や海鮮丼の他、麺類やカ
レーなどのグルメが楽しめ、串焼きなど食
べ歩き食材もたくさんあります。（実際に
は豊洲移転後、食べ歩きは禁止されている
ようですが？）
また、旧築地市場の西側にある「波除通
り」はメインストリートで、有名玉子焼き
店、惣菜店が立ち並び、活気ある商店街と
して国内外の観光客に人気です。また、新
規に仲卸業者で作った「築地魚河岸」には
フードコート形式の食堂があり休憩も出来
大勢の観光客で賑わっていました。
さすがに高級寿司店の値段は決して安く
はないですが、夕刻にまた訪れることも良
いのではないでしょうか。
そんな魚河岸の街、築地ですが、市場以
外にもたくさんの見どころがあります。
東京メトロ日比谷線や都営大江戸線の築
地駅はもちろん、近くの銀座、東
銀座からもほど近く、場外市場の
ついでに周辺地域の散策もお勧め
です。
次に紹介する観光スポットは、

「築地本願寺」。築地市場のすぐ隣
に位置する浄土真宗本願寺派のお
寺です。現在の建物は関東大震災
後の1934年に再建されたもので、
通常のお寺とは違い、中央に青銅
色の円形屋根を備えた古代インド
建築風の建物が大変印象的です。
本堂の入り口にある像や牛など
の動物の彫像や、内部のステンド
グラスも一見の価値があります。

堂内にはパイプオルガンがあり、定期的に
コンサートも催されています。
また、築地市場の外れに鎮座する「波除
稲荷神社」は築地の厄除け神社として地元
や市場関係者の信仰を集めています。境内
には「活魚塚」「すし塚」「玉子塚」などの
供養塚があり築地ならではのスポットと
なっています。
築地市場は豊洲への移転後解体工事が始
まってますが、2020年東京オリンピック・
パラオリンピックの駐車場などとして利用
された後、再開発され、更に東京を代表す
るスポットになることを楽しみにしており
ます。
皆さんも場外市場でグルメを楽しむこと
はもちろん、数多くのスポットのある築地
を散策してみてはいかがですか。
また次の機会に豊洲市場へ足を延ばして
ご紹介いたします。

（記事・写真：大森 達也）

旧築地市場解体現場

波除神社 築地本願寺
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レンタル協会本部の取り組みについて
専務理事　小椋 直樹

　本号では、当協会の重点項目として取り

組んでいる「建設機械レンタル管理士資格

制度」並びに「建設機械レンタル業者登録

制度」についての経過報告及び、本年度の

災害対応への状況についてご報告させてい

ただきます。

●はじめに

　我々、“建設機械レンタル業界”は、社会

資本の整備や災害発生時における、復旧・

復興の現場において、直接の担い手である

「建設企業」を顧客としており、現状での

市場規模は、使用する建設機械の６割以上

を供給するまでとなりました。今やレンタ

ル機材なくして、ひいては建設機械レンタ

ル業界なくしてインフラ整備等の国土開発

はないと言っても過言ではありません。

　このように、業界への社会的要請が高ま

る中、これまで以上に業界そのものが更な

る質的向上を図る必要があり、新たな「資

格制度」並びに「登録制度」を創設するに

至ったものです。

●「建設機械レンタル管理士資格」について

　2018年10月23日より、いよいよ「建設

機械レンタル管理士」資格制度（民間資格）

の受講・受験申し込みがスタートいたしま

した。本資格制度は、　2020年に導入を予

定し現在準備を進めている「建設機械レン

タル業者登録制度」において、登録を受け

るための要件（各営業所に“建設機械レン

タル管理士”が１名以上いること）の１つ

になっています。

　本資格制度は、“建設機械レンタル業”全

般にわたる業務知識や管理能力等の幅広い

知識と能力を備えた人材を育成する目的か

ら創設されました。業務知識のみならず、

環境規制や職場でのコンプライアンス等に

幅広く対応できるだけでなく、地域社会と

共生するレンタル拠点長（営業所長）、も

しくはその候補者を対象としております。

　本資格制度を通じて、レンタル拠点長が

備えるべき、最低限の知識である、「管理」、

「人事」、「財務経理」、「安全」、「コンプラ

イアンス」等を学習していただき、個々の

スキルが向上されることを目指しています。

　申し込みスタートからおよそ２ヶ月が経

過致しましたが、会員の皆様のご理解を得

て、12月中旬時点で受験・受講申込者は既

に900名に達しました。この新春号が発行

される頃には1,000名を突破しているので

はないかと思われます。また受講・受験さ

れている会員企業の皆様も地域や会社規模

等に偏ること無く広くお申し込みをいただ

いております。現在も制度についての説明

会は引き続き実施しておりますので今後も

さらに受講・受験者が増えていくのではな

いかと予想されます。

　なお受講・受験方法については、日常の

業務が多忙を極める中、ひとりでも多くの

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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方に資格を取得していただける様に「e-

ラーニング」と「会場型CBT試験」を取り

入れております。

※・ｅラーニング

　パソコンやタブレット、スマートフォン

を使ってインターネットを利用して学ぶ学

習形態のことです。テキストに従い300問

を学習していただき、80％以上の正答率で

試験を受けることができます。なお、eラー

ニングは何度でも繰り返し学習することが

可能です。

　・会場型CBT試験

　eラーニング開始から６ヶ月以内に全国

数100会場のテストセンターにおいて、コ

ンピューターを使用しweb上で試験を受け

ていただきます。試験はeラーニングで学

習した300問の中から50問が出題され

70％以上の正答率で合格です。

● 2020年度の導入を目指す「建設機械レン

タル業者登録制度」について

　「建設機械レンタル管理士資格」に続き、

2020年を目途に、“顧客から信頼されるレ

ンタル拠点の運営”と“良質で安全なレンタ

ル機材の提供”により、ユーザーへの便宜

と業界の質的向上を図ることを目的とした

「建設機械レンタル業者登録制度」の導入

を目指しています。

　同登録制度では、登録業者を“優良業者

としての登録標章”を掲示することで差別

化し、「安全・安心・信頼できるレンタル

業者」として、当協会ホームページでの紹

介や、保有機材への優良マークの貼付、災

害協定の中での優先的な紹介等、様々な特

典の付与を検討しています。

　“優良業者”としての信頼を得るためには、

業界全体として、有用な人材の確保・育成

を図ることが極めて重要であり、とりわけ

レンタル業務運営の中核となるべき、“レ

ンタル拠点の長（営業所長）”のレベルアッ

プが喫緊の課題となっております。

　このような中、「建設機械レンタル管理

士資格」の導入により、“建設機械レンタ

ル業”全般にわたる業務知識や管理能力等

の幅広い知識と能力を備えた人材を確保す

ることで、業者登録制度の創設に向けた、

準備を進めております。

●本年度の災害対応について

　本年は、６月の大阪北部地震、７月の西

日本豪雨、８月の台風20号、９月の台風

21号、北海道胆振東部地震と災害が多発し

た年でありました。７月の西日本豪雨にお

いては国土交通省、建設機械メーカーと協

力し中国支部、四国支部が中心になり土砂

の撤去等、災害復旧に多大なる貢献をされ

国土交通省中国地方整備局、四国地方整備

局から感謝状を授与されました。また台風

21号による関西地方一帯の停電災害に関し

ては経済産業省、関西電力と連携し近畿支

部の会員を中心に100台以上の発電機を拠

出し迅速な対応を行ったところです。

　協会本部においても災害対応の連絡網の

整備、国の機関との災害協定など、今後の

対応について検討しているところです。

　今後も、新たな資格制度並びに登録制度

を通じて、　「顧客から信頼されるレンタル

業の運営」と「良質で安全なレンタル機材

の提供」を担保し、社会から信頼できる業

界として、“建設機械レンタル業”を認知し

ていただける様、尽力して参ります。
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　入社６年目になる熊谷さん。天然？な明るさが印象
的な素敵な女性にお会いできました。岩手県一関市の
ご出身で、国立山形大学教育学部で数学教師を目指し
勉強されていたそうです。2011年の東日本大震災では、
幸いにもご実家の被害はなかったとお聞きしましたが、
その経験から建設・土木関係へ進路変更し㈱アクトワンヤ
マイチへの就職を決めたそうです。かなりの方向転換ですが尊
敬するお父様が建設業界にお勤めとのことで「前からイメージが有り、少なからず影響を
受けたのかな」と話されていました。
　現在、浦安営業所でフロント業務のチーフとして活躍されています。主にフロント業務
（見積・受注等）を担当されています。会社の事業内容は、建設用軽仮設機材の卸レンタ
ルです。取扱商品も多種で、併せて様々なサイズが有り覚える事が多くご苦労されている
ようでした。そこは数字の得意な才女ですから問題ないでしょう。
　日々心掛けている言葉、「現状維持ではなく、常にワンランク上を目指していきたい」
　また会社の福利厚生面では、年間休日は110日を越え、ほぼ完全週休２日制、各リフ
レッシュ休暇、産休、育休、時短制度も充実し「女性が活躍できる素晴らしい環境整備が
進んでいる会社」と感じました。また、会社の行事として年１回全社員が集まる社内交流
会が有るとお聞きしました。全社員の約半数が女性社員とのことでうらやましい限りです。
　一方、プライベートでは、エンジニアのご主人と今年ご結婚され、新居へ引っ越しされ
たばかりで、今は家事や買い物など超多忙な日々を送っています。「落ち着いたら、海外
旅行にでも行けるといいですね」と楽しそうに話されました。
　熊谷さんは学生時代、体育会系のテコンドー部に所属されていたそうです。まだ現役か
らそれ程経っていないので、家庭では怖いものはないでしょうね。昔から「少しぐらいか
かぁ殿下の方がうまくいく」と言いますから。最後に「公私ともに順調な毎日を送ってい
ます」と笑顔でお答えになりました。

　明るく、元気で職場でもチーフとしてリーダーシップを取り、日々業務されている熊谷
さん。将来㈱アクトワンヤマイチの女性管理職として活躍されることを確信しました。
アットホームな雰囲気の職場で更に活躍されることを期待します。
　次回ダーツ大会「マイダーツ」での参加お待ちしています。

“フレー・フレー機麗女子” （記事：大森 達也）

㈱アクトワンヤマイチ

熊
く ま が い

谷　美
み さ

冴 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

㈱ＧＲＯＷＴＨ ＰＯＷＥＲ 〒134-0088 東京都江戸川区西葛西5-2-3
ＮＥＸＴＡＧＥ西葛西5F 03-6808-0120 03-6808-0125

㈱ＫＥＮＫＥＹ
〒102-8622 東京都千代田区紀尾井町1番3号

東京ガーデンテラス紀尾井町 
紀尾井タワー22階

03-6867-1282 03-6867-1295

代表者変更
社　　名 代　表　者

㈱クボタ建機ジャパン 代表取締役社長　稲葉　和宏　

ハスクバーナ・ゼノア㈱ 代表取締役　ムヒカ・シーザー

退会
社　　　名

日本ニューマチック工業㈱

ヘラマンタイトン㈱

新入会員
社　　名 住　　　所 ＴＥＬ ＦＡＸ

サンワ・リノテック㈱ 〒143-0021 東京都大田区北馬込2-43-5 03-6410-7395 03-6410-7396

フジリース 〒300-4524 茨城県筑西市中上野1649-4 0296-52-0903 0296-52-0903

アシスト㈱ 〒340-0811 埼玉県八潮市大字二丁目435番１ 048-954-5954 048-954-5956

代表者変更
社　　名 代　表　者

㈱泉リース 代表取締役　岩尾　隆司

㈱テクノ 代表取締役　梅澤　正美

住所・電話番号変更
社　　名 住　　　所 ＴＥＬ ＦＡＸ

㈱サイテツ 049-259-3066

㈱鶴商メンテナンス工業 〒299-0106 千葉県市原市今津朝山252-6

むつみ産業㈱ 〒276-0023 千葉県八千代市勝田台1-2-5
いなほ第二ビル3階 047-405-0623 047-405-0624

田中運輸リース㈱ 〒143-0003 東京都大田区京浜島1-2-7 03-5755-9228 03-6303-6192

退会
社　　　名

本間組㈱

協 会 情 報
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新入会員紹介
【正会員】
サンワリノテック株式会社
　弊社は、昭和30年の創業時から環境機器のレンタルに特化した企業です。特に、石綿除去
工事に伴う特殊機械の必要性はクボタショックのブームを経た今なお高い状態です。
　さらに近年では鉛・PCBが含有している塗膜の処理も問題視され高性能な集塵機が求めら
れております。弊社はそのような有害物質から作業員の方を守るための機器のレンタルや資材
の販売に特化しております。
　新しい活動拠点である関東営業所は機材の在庫機能を備え人員も新たに増員し、関東、東日
本へのよりよい物資の供給が出来る体制を構築しています。
　現場と工場をより快適に、より安全にすることを目指し努力を重ねてまいりたいと思います。
何卒よろしくお願い致します。

【本　　　社】大阪府大阪市大正区北恩加島1丁目17番４号
【代表取締役】佐川　博敏
【事 業 内 容】環境対策機器のレンタル・工事用副資材の販売
【資 本 金】1,000万円
【従 業 員 数】15名
【営 業 拠 点】大阪　東京（大田区北馬込2－43－5)
【Ｕ　Ｒ　Ｌ】https://sanwa-renotech.com

【正会員】
アシスト株式会社
　当社は建物解体工事業者さま向けに、小型工具や電動工具などを中心とした商品をレン
タル品として取り扱ってまいりました。ここ数年の建物解体工事の業態の変化に合わせ、
小型ショベル等も導入しユーザー様のお力に成れます様に日々邁進しております。
　今期で創業から10年を迎えた節目として、建設機械レンタル業界への発展に微力ながら
もご協力させて頂きたく入会の経緯となりました。
　今後とも、より一層のご支援とご協力の程お願い申し上げます。

【本社所在地】埼玉県八潮市大字二丁目字上435番地１
【代表取締役】加藤　重行
【事 業 内 容】建設機械器具レンタル及び販売
【資 本 金】50万円
【従 業 員 数】16名
【Ｕ　Ｒ　Ｌ】https://www.assist-rental.com/

【正会員】
フジリース
　弊社は土木建機レンタルを中心として昭和63年に先代社長が設立しました。
　設立当時より個人事業ながらも、同業他社様ならびに建機メーカー様のご協力、ご支援を賜
りながら現在に至ります。今後とも、以前と変わらぬご支援、ご指導のほどよろしくお願い申
し上げます。

【本社所在地】茨城県筑西市中上野1649－４
【代　　　表】藤倉　進
【事 業 内 容】土木建設機械レンタル業
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【賛助会員】
株式会社　GROWTH POWER
　弊社は中古建設機械・工作機械・農機具等を売りたい方と買いたい方とを全世界でお繋ぎす
る委託販売サイト及び建設機械等のニュース・カタログ情報等を多言語化し、世界に発信する
情報サイトの運営をしております。お手持ちの建機等をすぐに売りたいというお客様には世界
中のバイヤーに一括で査定依頼を代行する一括査定事業を展開し、売りたい建機等をスピー
ディーに査定から納品までお手間なく完結頂けるよう努めております。代金回収、回送、輸出
などを一手に引き受けさせて頂いております。また、お探しの中古建機等がございましたらお
探しさせて頂きます。建機をお売りされる予定や購入される予定がございましたらお気軽に是
非ご連絡くださいませ。
　このたびの入会を機に、会員企業様のお役に立てますよう努めて参ります。何卒宜しくお願
い致します。

【本社所在地】東京都江戸川区西葛西５－２－３　NEXTAGE西葛西５F
【代表取締役】西島　直宏
【事 業 内 容】中古建設機械、工作機械、農機具等の情報サイト・マーケットプレイス運営及び売買
【資　本　金】5,000万円
【従 業 員 数】９名
【Ｕ　Ｒ　Ｌ】http://www.growthpower.co.jp

【賛助会員】
株式会社　ＫＥＮＫＥＹ
　弊社は、ヤフーグループの株式会社カービュー100%子会社として、2018年８月２日に設立
されました。「はたらく機械の課題を解決し、より開かれた次代へ」というミッションのもと、建
設機械メーカー様や建設機械レンタル協会員様、専門媒体様等の様々な業界関係者の皆さまと連
携し、業界関連ニュースの配信、建設機械等の製品情報の提供、中古機械等の売買の場の提供等、
「はたらく機械の総合情報サイト」を目指して、2019年春よりサービス開始を目指しています。
　ヤフーグループとして、これまで培った知見・経験を総動員し、高い利便性とセキュリティ面で
の安全性を両立した新たなサービスを建設機械業界に提供させて頂きたいと思っております。
　このたびの賛助会員の入会を機に、建設機械レンタル業界の発展と協会員様のお役に立てま
すよう努めて参ります。今後とも、何卒よろしくお願い致します。

【本社所在地】東京都千代田区紀尾井町１番３号
【代表取締役】岩館　徹
【事 業 内 容】はたらく機械の総合情報サイトの運営
【資　本　金】１億円
【従 業 員 数】24名
【Ｕ　Ｒ　Ｌ】https://kenkey.co.jp/

会員の加入勧奨について事務局より⑤事務局より⑤

　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。
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これからの未来へ向けて我々に見えてくる｢ビジョン｣は、無限な広がりです。   
ひろがる信頼と共に   

 

日商機械は、建設機械･物流機器･測量機器･各種ポンプをはじめ他社ではあまり扱わない小型機械を  

中心とした独自の商品構成で、多様化するお客様のニーズにタイムリーにお応えしております。 

ディーゼルエンジン式 

ｽﾁｰﾑ兼用防音型温水ｸﾘｰﾅｰ  

 
 

 

E/500kg15L ジェットクリーナー 100V/200V LEDマルチウェイライト 

 
 

  
 

 

 
 

株式会社日商機械〔Ｗレンタル＆リース〕・お問い合せ、カタログ請求は各営業所まで 

■川崎リースセンター ■船橋リースセンター ■戸田リースセンター 

TEL：044-201-3621 TEL：047-495-6388 TEL：048-434-0300 

URL：http://www.nisshokikai.co.jp 取扱商品・新商品情報等をご覧いただけます。 

 

株式会社日商機械 

床置き,単管,吊下げ,引掛け 
多種多様な現場で使用可能！ 

電源設備不要 

小型で軽量な超高圧タイプ 
 温水･高温スチーム洗浄が可能 

圧力：50.0MPa 

水量：15L/min 

軽量コンパクトなガソリンエンジンで 
50MPa(510Kgf/cm2)を実現！ 

！ 

本体寸法 
840×780×925mm 
質量：152kg 

本体寸法 
271W×543H×312D mm 
質量：7.4kg 

水銀灯 700W と同じ明るさ！ 

本体寸法 
1227×689×924mm 
質量：300kg 

圧力：24.5MPa 

水量：13L/min    

屋外型 

 100V200V 兼用 

  50/60hz 兼用 
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MVH-308DSC-PAS
バイブロコンパクター

NETIS No. 転圧センサーTH-120015-VE

MT-55H
タンピングランマー

NETIS No. TH-100005-VE

MVC-F60HS

MRH-601DS

MLP-1212A

FX-40G/FU-162
低騒音指定番号

5097

MCD-318HS-SGK
低騒音指定番号

6190
NETIS No.
TH-100006-VE
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TIRCLIMBER

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

その他の取扱商品はこちら☞ アールアンドアール 検索 https://r-rental.co.jp/

● 建設・産業機器レンタル業者向けレンタル専門
● ホームページから新商品情報がご覧になれます。

EW-820DM EW-1022DH EW-2030DM

≪安全を確保する特別仕様機≫

● 非常停止ボタン付ペンダントスイッチ…動力回路遮断方式を採用
● 反相リレー搭載…逆相運転を防止します
● リミットスイッチ搭載…ワイヤーロープの巻過ぎを防止
● サーマルリレー搭載…過電流時にモーターを保護
●脱着式延長ケーブル…オリジナルの軽量特殊ケプラケーブルを使用
　※EW-820DM、EW-1022DH、EW-2030DM共通

【主な用途】
♦エレベータガイドレールの吊上げ
♦土木・建築現場の資材吊上げ
♦送電線の緊線作業
♦舞台装置の吊上げ
♦各種機械の吊上げ・横引き

♦ケーブルの引き込み作業
♦ネット /屋根 / 扉の開閉
♦台車の往復移動
♦各種機器の縦横装置

D0DDDM820DMEWW-82WWE 8 MWW M-8 MMM
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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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ZX364
最大地上揚程 ： 約11.4m
最大作業半径 ： 9.8m
つり上げ荷重 ： 2,930kg

ZX294
最大地上揚程 ： 約10.0m
最大作業半径 ： 8.7m
つり上げ荷重 ： 2,930kg

 最高峰を超えて。
カーゴクレーンの新しい頂きがいまここに。

Zest EX新登場！

本　　社 / 香川県高松市新田町甲34番地　TEL.（087）839-5555（代表）

北海道支店  011（861）9030
東 北 支 店  022（288）5550
北 陸 支 店  076（436）1555
関 東 支 店  048（780）7711 http://www.tadano.co.jp

東 京 支 店  03（3621）7790
中 部 支 店  0586（76）1181
関 西 支 店  072（221）2727
四 国 支 店  087（839）5777

中 国 支 店  082（884）0255
九 州 支 店  092（503）7821
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● 関東営業部 (〒362-0025) 埼玉県上尾市上尾下998-１　　TEL(048)778-4878　FAX(048)778-4880
●東 京 支 店
●神奈川支店

TEL(048)774-6313
TEL(046)246-2151

● つくば営業所
● 北 関 東 支 店

T E L ( 0 2 9 ) 8 4 1 - 6 7 6 0
T E L ( 0 2 8 4 ) 9 1 - 3 6 1 1

● 千 葉 支 店
●甲信越支店

TEL(043)227-3400
TEL(026)261-4101

本社〒105-0012 東京都港区芝大門1-4-8 営業所　 札幌・仙台・関東・名古屋・大阪・広島・福岡

運転者の“まさか・うっかり”など
ヒューマンエラー防止を補助する
緊急ブレーキ装置（後進用）を
搭載した専用機

www.sakainet.co.jpTEL. 03-3434-3401 専用動画へアクセスできます。
チャンネル内で「緊急ブレーキ」
を検索してください。

緊急ブレーキ装置（後進用）搭載タイヤローラ
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https://wiseman.gr.jp/　  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

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までご相談ください。
●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。

SJNK18-09433／2018.10.29

～ ～

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
( 受付時間: 平日の午前9時から午後5時まで)
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
( 受付時間: 平日の午前9時から午後5時まで)
ＴＥＬ03-3349-3322 
 FAX 03-6388-0155

＜ご参考＞総合賠償制度の保険金お支払実績（注）
（注）2017 年10月1日から 2018 年9月30日までの1年間です。

※この広告は概要のご案内となります。

詳しい内容については、取扱代理店または

損保ジャパン日本興亜までお問い合わせください。

操作を誤り水道管を破損させた。、、

総合賠償制度
（施設賠償責任保険、生産物賠償責任  
　保険、請負業者賠償責任保険）

ダブルリース保険制度

中何者かに盗まれた。

（受託者賠償責任保険）

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。

（動産総合保険）

動産総合保険制度

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。

（傷害総合保険）

労災上乗せ補償制度
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0570-666-778
受付時間 9:00～17:30（土・日・祝日除く）

 www.husqvarnacp.com/jp

●製品の価格、デザインや仕様は予告なく変更されることがあります。なお、記載内容は2018年1 1月現在のものです。
●可動部分のある機器は誤った使い方をすると非常に危険です。取扱説明書をよくお読みの上でご使用ください。

リングカッター

K 970 Ring Ⅲ

遠隔電動解体ロボット

DXR シリーズ
リモコン式床面研磨機

PG 820 RC

パワーカッター

K 770

集塵式パワーカッター

K 770 DRY NEW

NEW

ハスクバーナ・ゼノア株式会社 建設機械事業部
〒350 -1165 埼玉県川越市南台1-9　FAX 0120 -365 -295

－
－
－

－ －
－ －

－ －

－ －
－ －

残水処理オートポンプ水中ポンプ

大水量水中ポンプ
水中サンドポンプ

高揚程水中ポンプ
ディープウェル水中ポンプ

簡易ウェル装置

クローラ洗浄装置

様々な現場に
工事用水中ポンプ

現場環境の改善に
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285-0842 70  
TEL 043-460-0211 FAX 043-460-0212 9 00 18 00
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平成 30年度

役  員  名  簿
相談役　鬼　丸　卓　哉　　　藤　本　俊　雄

役 　 職 氏 　 　 名 会　　社　　名
支 部 長 小松崎　伸一郎 小松崎機械㈱
副 支 部 長 福 山 慎 一 双葉リース㈱
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
副 支 部 長 小 俣 智 嗣 ㈱オマタ土鑛機商會
副 支 部 長 後 藤 津 儀 ㈱アクティオ
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 今給黎　宣　成 ㈱イマギイレ
常 任 理 事 原 田 英 雄 ㈱アールアンドアール
理 事 池 田 勝 信 ㈱城南建材社
理 事 野 津 晃 司 西尾レントオール㈱
理 事 中　山　誠太郎 コマツカスタマーサポート㈱
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 市ヶ谷　昌　彦 朝日機械産業㈱
理 事 山 部 雄 経 信和リース㈱
理 事 橋 田 法 清 新光重機㈱
理 事 岡 添 雅 治 ㈲茨城リース
理 事 伊 藤 政 浩 日立建機日本㈱
理 事 山 根 恵 司 ㈱カナモト
理 事 小 田 和 功 ユナイト㈱
理 事 高　木　　　潤 和泉機械㈱
理 事 響　　　太　郎 ㈱レンタルのニッケン
理 事 鈴 木 康 友 鈴木機工㈱
理 事 西 村 直 樹 ㈱鶴商メンテナンス工業
理 事 大音師　憲　一 小川リース㈱
監 事 黒 米 臣 行 ㈱東リース
監 事 小野寺　博　之 ㈱東部重機
賛 助 部 会 長 千 葉 雅 司 ㈱クボタ建機ジャパン
事 務 局 長 大 森 達 也 日本建設機械レンタル協会 東京支部
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平成 30年度　役員担当表

委 員 会 委 員 長 副委員長 委　　　員

総務・厚生 加藤浩孝 福山慎一 山岡武市 市ヶ谷昌彦 山部雄経 岡添雅治 西村直樹 大音師憲一

流 通 後藤津義 小俣智嗣

山下仁和 三瓶　靖 根本忠康 今給黎宣成 野津晃司 中山誠太郎

橋田法清 伊藤政浩 山根恵司 小田和功 響　太郎

教育・広報 川曲幸生 原田英雄 池田勝信 野本芳英 岡澤真澄 高木　潤 鈴木康友

働き方改革

（特別委員会）
小松崎伸一郎

後藤津義 福山慎一 川曲幸生 山下仁和 三瓶　靖 今給黎宣成 原田英雄

小俣智嗣 加藤浩孝 根本忠康 山根恵司

部 会 部 会 長 副部会長 委　　　員

大 型 建 機 高木　潤

大音師憲一

福山慎一（晴柀　保）

（平清二郎）

賛 助 千葉雅司
（奥井良弘）

（港　正一）

協 議 会 代 表 委　　　員

東京協議会 小俣智嗣 山下仁和 三瓶　靖 福山慎一 加藤浩孝 池田勝信

千葉協議会 西村直樹 原田英雄 山部雄経 橋田法清

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 岡添雅治 岡澤真澄

TRゴルフ会 会長：池田勝信　　副会長：岡澤真澄　　幹事：浜津正（伊藤忠建機）・石井茂雄（ヤンマー建機）
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Ad index 74号広告掲載社

広告主名 掲載頁

㈱日商機械 42頁

㈱レンタルのニッケン 42頁

㈱クボタ建機ジャパン 43頁

㈱アルタス情報システム 44頁

三笠産業㈱ 44頁

㈱生産技術パートナーズ 45頁

荒井商事㈱ 46頁

関東鉄工㈱ 46頁

㈱アールアンドアール 47頁

やまびこジャパン㈱ 48頁

㈱鶴見製作所 48頁

日本建設機械レンタル企業年金基金 49頁

ユアサ商事㈱ 50頁

日立建機日本㈱ 50頁

住友建機㈱ 51頁

㈱タダノ 52頁

㈱ティ・エイチ・アイ 52頁

広告主名 掲載頁

東日本コベルコ建機㈱ 53頁

ヤンマー建機㈱ 54頁

酒井重工業㈱ 54頁

㈱加藤製作所 55頁

㈱ワイズマン 56頁

損害保険ジャパン日本興亜㈱ 56頁

北越工業㈱ 57頁

㈱桜川ポンプ製作所 58頁

ハクスバーナ・ゼノア㈱ 58頁

㈱諸岡 59頁

伊藤忠建機㈱ 60頁

㈱サクラコーポレーション 60頁

SORABITO㈱ 61頁

Ｊ-ウィングレンタリース㈱ 61頁

㈱ハタヤリミテッド 表紙裏

㈱NSD 裏表紙裏

イー・イー・ティジャパン㈱ 裏表紙
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境ではありますが、今年はラグビーワー

ルドカップの年でもあります。

「One for All  All For One」一人は

みんなのために、みんなは一人のために！

東京支部も会員皆様のため、色々な情

報、勉強会、講習会等を企画、発信しま

すので協会活動に対しご協力、ご支援を

賜りますようお願い申し上げます。

今号もご寄稿、広告掲載にご協力いた

だいた会員ならびに賛助会員各社には末

筆になりましたが誌面にて御礼申し上げ

ます。

 教育・広報委員長　川曲　幸生

新年あけましてお

めでとうございます。

2019年・平成最後

の年を迎え、会員の皆

様におかれましては健や

かにお過ごしのこととお慶び申し上げ

ます。

平成も今年で終わり、５月には新し

い元号となり新しい第一歩を歩みだす

年ですが、統一地方選挙、消費税率改

正など先行き不透明。

また、働き方改革や人材不足などに

より、企業の置かれる立場も厳しい環

編集後記



建機レンタルNavi
建設機械のことなら建機レンタルNavi

建機レンタルNaviは、全国の建設機械利用者様に対してレンタルの情報をインターネットを通じて
お届けすることで、建機レンタル事業者様のビジネス拡大をお手伝いいたします。

掲載企業募集中！！

POINT!
1

●さまざまなレンタルの情報を一箇所にまとめて提供。
　地域の建機レンタルの情報を簡単に検索して頂けます。

多くの会社が集まることでビジネスチャンスが広がる！

POINT!
2

●地域を越えて情報発信できます。
●ホームページを持つことで、自社の認知度・信用力アップ！
●既にお持ちのホームページとの連携で、更なる集客も！

無料で簡単にホームページが持てる！

POINT!
3

●登録事業者様向けの営業を支援するオプション機能を順次ご提供！
　事業者様のビジネス拡大・営業効率化を支援します。

便利な営業支援機能！

http://www.kenki-navi.com/建機レンタルNaviサイト

お問合せは 0120−977−671 　 kenki-navi@nsd.co.jp

NSDの建機レンタルシステムは、
各種レンタル業の幅広いお客様にご利用頂いております！

NSDの建機レンタルシステムソリューション

「使える・選べる」システムで、会社が変わる

クラウド型サービス お客様所有型サービス

簡単導入・低価格！
インターネット経由でシステムを利用することで、

サーバや特別なソフトを必要とせず、
豊富な機能をすぐにお使い頂けます！

お客様の業務に合わせて、きめ細かく対応！
お客様の社内に専用のシステムを構築することで、

現場の多彩な要望にもお答えできます！

【本　　　社】
【大 阪 支 社】
【名古屋支社】
【福岡事業所】

●お問合せ専用／フリーダイヤル 0120－977－671 ※携帯電話からもご利用頂けます
詳しくは「NSD レンタル」で検索！

東京都千代田区神田淡路町2－101 ワテラスタワー
大阪府大阪市北区堂島1－6－20 堂島アバンザ
愛知県名古屋市西区牛島町6－1 名古屋ルーセントタワー
福岡県福岡市博多区博多駅前2－19－24 大博センタービル

〒101－0063
〒530－0003
〒451－6005
〒812－0011 URL E-mailhttp://www.nsd.co.jp/ rental@nsd.co.jp

NSD レンタル 検索

掲載無料

スマートフォン
でも利用可能

建機レン
タルNa

vi

□建機レンタルNaviB5広告



ボブ・ディメット取締役副社長 - Scott-Macon Equipment

eXtendは合理的かつ標準化された業務プロセスを全て網羅している上に、
e-Emphasys社は建機代理店およびレンタル会社の日々の業務に対し、

豊富な経験と深い知識を持っています。


