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ユーザー訪問
宮松エスオーシー㈱ りんかい工場
今回は大田区の城南島にある宮松エスオーシー㈱
りんかい工場様を取材させていただきました。大田
区はあのドラマで有名な「下町ロケット」のロケ地
です。そんな大田区の城南島は都心から程近く、
日本有数の工場が集まる工業地帯です。
工場からすぐの城南島海浜公園からは目と鼻の
先に羽田空港があり、飛行機が工場の真上を声が
聞こえなくなるほどの近さで通り過ぎて行くこと
もあるそうです。

前述の城南島海浜公園はキャンプ場等のレジャー
設備も整っており、休日ともなれば家族連れや、
釣り客等で賑わいます。また、工場前の道はトライ
アスロンのコースにも使われており、休日は一般
車 両が 少なくなる関 係で 丁度よいサイクリング
コースとしても人気です。
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ユーザー訪問 宮松エスオーシー㈱ りんかい工場
工場に入ると玄関口に大きな水槽があり、
大きなアロワナが目に飛び込んできます。
工場のマスコットとして可愛がられています。
取材を行うにあたり工場内の撮影許可を
頂き、見学もさせていただきました。職場の
方々の笑顔が印象的なとても明るい職場
だと感じました。

環境配慮型
コンクリート

りんかい工場では一般的なコンクリートの他に再生骨材を用いたコンクリートや、
特 殊 コンクリートを扱っております。再生骨 材のＪＩＳ認 証については再生骨 材
Ｈ（JISA5021）を平成２５年１月に、再生骨材Ｍを用いたコンクリート
（JISA5022）を
平成２７年１月に標準化しました。
再生骨材の規格上、認証を受けるにあたり２プラント
運用を生かして一般的なコンクリート（JISA5308）を製造する A プラントとは切り
分け、B プラント側で再生骨材 M を用いたコンクリート（JISA5022）の認証を取得
しました。スミテムさんには JISA5022 の標準化に対応したシステムを作って頂き
ました。
りんかい工場は敢えてオープンヤードを採用しております。特殊コンクリートを製造
する上でサイロを使用すると、例えば RMG（再生骨材 M）をサイロ保管すると固結が
起こるため、都度骨材の抜き戻しに手間が掛かり、オープンヤードを採用することで
その手間が軽減できます。また、再生骨材の管理にはプレウエッティングを行うための

設備が必要であり、そのこともオープンヤードを採用している理由の一つです。
一般的なコンクリートの骨材に比べると、試験頻度や試験項目も異なるため管理面ではやや大変な
ところもあります。また、再生骨材はバージン材に比べるとコスト面でも良いのかというと、そうではあり
ません。
例えば RHG（再生骨材 H）
を作る上でモルタル分を加熱・擦りもみして落とさないといけないなど。
普通のバージン材と同等のコストがかかります。そのため、コストというよりも環境を考えた使用を目的
として採用しております。
再生骨材を用いたコンクリートの他にも、特殊
コンクリートとして透水コンクリート、ウォッシャ
ブルコンクリート、ソフィータル
（高流動埋戻し材）
を扱っており、宮松グループとして資源の再利用
による産業廃棄物の削減といった環境配慮型の
製品造りに力を入れております。

2

ユーザー訪問

宮松エスオーシー㈱

りんかい工場

新技術開発への
取り組み
当社を筆頭に、
宮松グループはグループ全体の技術向上に積極的に取り組んでいます。
最近では、プラントメーカーにアイデアを提案し、戻りコン等の余剰生コンを瞬時に団粒化する装置
および、特殊な団粒化剤を開発し、これによって団粒化処理された余剰生コンは再生路盤材としても利用
できます。
通常、余剰生コンが発生した場合その量によって異なりますが、工場内に設けた洗車場設備等でドラム内
に加水しつつ排出して、分級・水処理を行いますが、この装置を用いることで、そうした余分な水の節約が
でき、
スラッジ等の汚泥処理量も減容することが可能になります。
また、この技術を応用して、再生路盤材だけでなく、団粒化処理物を生コンの原材料に利用する検討も
行っております。
この技術を応用して
製 造された生コンは、ＪＩＳマーク
は表示できないものの、捨コンや
雑コン等に利用可能であり、実証
現場に打設して検証しています。
こうした取り組みは、２年前に
設 置した 環 境 開 発 事 業 部が 中心
となり手がけており、今後も、環境
に根差した研究開発を進めていき
ます。
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ユーザー訪問 宮松エスオーシー㈱ りんかい工場

課 題
ⱄ欰낦勞גְאח
当社は、環境配慮型の製品造りに力を入れていますが、リサイクル材に対する
中古品という悪いイメージ上の問題があり、建築物の施主様のご理解が重要に
なっているのが現状です。近年ではゼネコンの意識も変わりつつありますが、
普及にはまだ時間が掛かりそうです。

➂勞גְאח
どこの生コン工場も同じ問題を抱えていると思いますが、若い人材を必要と
しています。若い候補者が少ない理由に当工場は特に交通の便が良くないこと
があると思います。城南島は都心にも関わらず、工業専用地域という立地上、
公共交通機関の便が悪く、昼間はバスが 1 時間に 1 本くらいまで減ります。
バス以外の最寄りの駅までも距離があるため、社員のほとんどがマイカーを
利用して通勤しています。
こういった城南島のインフラに限らず、公共施設の設置や、工場というイメージ
等の問題は、城南島の企業が集った城南島連合会で定期的に話し合い、地域の
活性化を促すための催しを開いたり、大田市場地下貨物線の通勤車両乗り入れ
駅設置要望など、行政に働きかけ、島の活性化のために取り組んでおります。

今後のスミテムに望むもの
再生骨材 M を用いたコンクリートについて、専用の納入伝票、配合計画書等のシステムを
用意してもらい、また、定期的なバージョンアップでも機能改善が行われているため助かって
います。ただ、塩化物含有量試験などは JISA5022 用の計算が必要になるなど、まだ機能が
十分ではないところもあるため、今後のバージョンでそういった点が改善され、より試験の
手助けになる様なシステムになればと期待しています。
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サポート新メンバー紹介
１０月１日から新たにサポート要員として２人が加わりました。
現在、一日も早くお客様からの問合せに対応できるよう
SuperNet シリーズを毎日猛勉強しております。
今後とも何なりとご相談していただき、
ご指導下さいますようよろしくお願い致します。
す。

もりした

ゆうへい

森下 雄平

この度、
サポートチームの一員となりました森下と申します。
この
の度 サポ
トチ ムの 員となりました森下と申しま
出身は高知県で今年の４月に入社し、１０月にサポートチーム
出身
に配属となりました。高校では野球部、大学ではアメリカン
に配
フットボール部に所属しておりましたので、経験された方が
フッ

いらっしゃいましたら、
ぜひお話もさせて頂きたいです。
いらっしゃい
いましたら
いました
ら、
ぜひお話もさせて頂きた
ぜひお話もさせ
ぜひ
生コンクリートについては、素人であり、現在は生コンクリートの知識習得に励んでおります。社会人と
しても、生コンクリートについても未熟者ですが、満足していただける、聞いて良かったと言って頂ける
サポートを目指して日々精進してまいります。
今後は全国のお客様の元へお伺いする機会もあると思います。その際にも「来てくれて良かった」と
言って頂けるように知識と技術を磨いてまいります。
何卒よろしくお願い申し上げます。

う え ばや し

だいご

上林 大悟

この
この度、サポートチームの一員となりました上林と申します。
出身は千葉県になります。
出身
スミテムには今年の４月に入社し、
１０月よりサポートチームに配属となりました。生コンクリート
１０
については全くの素人でございます。
につ
現在は SuperNet シリーズ

の品質管理システム
の品質管理
理システム
理システ
ム SuperNetXL-Q
Supe
から勉強を始めており、生コンクリートについても知識の習得に
から勉強
励んでおります。学生時代は野球とラグビーを経験させていただきました。
ご興味がおられる方がいらっ
しゃいましたら、
そのようなお話もさせていただけたら嬉しいなと思っております。
社会人としてまだまだ未熟者であり、日々の電話サポートを通して皆様から生コンクリートについては
もちろん、電話対応のマナーを勉強させていただいております。皆様から学ばせていただいていることを
素直に吸収し、謙虚な気持ちを持ち、満足していただけるサポート対応を目指して精一杯の努力をして
いきたいと思います。
何卒、今後ともよろしくお願いいたします。
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営 業 マ ン 異 動 情 報
このたび札幌営業所に配属となりました好村と申します。
この
大阪支店在任中、ご担当させていただきました中国地区の皆様、
大阪
その節は大変お世話になりました。皆様に積ませて頂きました
その
経験・実績を生かし、新天地の北海道で活躍できる様、頑張って
経験
まいります。
まい
北海道は旅行で夏に数回訪問した程度の経験です。これから
北海
迎える冬は大変厳しいものと伺っており不安な面もございます
迎え
が、
が、北海道にしかない物が一杯あり、それらを体験できる事を
とて
とても楽しみにしております。特に温泉と景色が大好きな私には
よ し む ら

さとる
さと る

好村 悟

楽し
楽しみの宝庫と言ってもいい土地であります。
仕事
仕事の面で、北海道ならではの新たに勉強しなければならない
事が多々あると聞いております。
明るく、元気良く、真面目に頑張ってまいりますので、よろしく
ご指導くださいますようお願い致します。

このたび大阪支店勤務を命じられ過日着任致しました。
札幌営業所では３年半を過ごし、在任中ご担当させていただき
ました皆様のご指導ご佃撻のおかげで、大変貴重な経験を積む
ことができました。皆 様には大 変お 世 話になりましたことを
この場をお借りして御礼申し上げます。
新任地では、広島県、岡山県、鳥取県、島根県を担当させていた
だきます。
西日本での勤務は初めてである為、不安もございますが、新たな
土地で新たな経験が積めることを楽しみにしております。
か た ぎ り

ふ と し

片桐 太司

これまでの経験を活かし皆様によりよいサービスを提供できる
よう精一杯努力させていただきますので、今後とも宜しくお願い
申し上げます。
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拠点
紹介

福岡 支 店

夜の福岡駅

福岡営業所は、博多駅博多口から徒歩５分、住友大阪セメント株式会社 福岡支店のオフィスの一室
を借りる形で営業所とし、九州全土 ( 沖縄は除く) と山口県を担当エリアとして営業活動に尽力しており
ます。

博多は２０１１年の九州新幹線開通に合わせて駅ビルも大きくリニューアルされ、１０年前と現在
では同じ場所とは思えない程見違えました。
今でも駅周辺の開発は進んでおり、今年の 4 月には旧郵便局の跡地に、丸井グループの九州初出店
となる｢博多マルイ（ＫＩＴＴＥ博多）｣という大型商業ビルがオープンしました。
このビルのテナントの
約４割が九州初出店ということもあり、オープン当初から多くの人が訪れ、大きな賑わいをみせており
ました。
１１月１０日から博多駅ではＬＥＤ約７０万個のイルミネーションが点灯され、とても幻想的な
雰囲気を堪能できます。来年の１月１１日まで点灯しているとのことなので、足を運ばれた際は、イルミ
ネーションと進化した博多駅を楽しまれては如何でしょうか？

今後の福岡営業所としましては、博多駅のように生コン業界が発展することを願うと共に、皆様に
喜んで頂けるサービスを提供出来るよう精一杯尽力してゆきます。
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Windows Vista をご利用のお客様へ

2017 年 4 月 11 日に最後のセキュリティ・アップデートがリリースされ、Windows Vista のサポート
期間が終了となります。
サポート終了によるパソコンへの影響は、
「セキュリティレベルが低下する」
・「セキュリティソフトが Vista
用に更新されなくなる」・「プリンタなど新しい周辺機器が対応しなくなる」
などです。
また、弊社サポートサービスでも、前述の理由によりインターネットを経由したリモートメンテナンス
サービスのご提供や Windows Vista 代替機貸出サービスのご提供ができなくなります。
業務用パソコンの安定稼働を考えると、上記の様な脅威を回避するためにも新しい OS に載せ替えて
いただくほうが賢明と言えそうです。現在、Windows Vista を使用中のお客様は、新しいパソコンへの
切り替えをお早めにご検討ください。
なお、PC の入替にあたっては弊社の担当営業までご相談くださいますよう、
よろしくお願い致します。

年末年始の営業のご案内
2016 年１２月３０日（金）から２０１７年１月４日（水）の期間は
は
フリーダイヤルをお休み致します。
また、本社ビルの全館停電に伴いまして、1 月 21 日（土）のフリーダイヤルについてもお休み致します。
ご迷惑をお掛け致しますが、ご理解の程よろしくお願い致します。
12 月 29 日
（木）
から 1 月 3 日
（火）
まで、営業業務・経理業務はお休みとなりますので、
何卒ご容赦いただきますようお願い申し上げます。
この 1 年おつきあいいただきまして、誠にありがとうございました。
来年も SuperNet シリーズをどうぞよろしくお願い申し上げます。
スミテム社員一同より

大阪市中央区安土町 3-2-14 イワタニ第二ビル 4F
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