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2018年 4月 2日より、新本社オフィスに

て営業を開始させていただきます。 

 

<2019年合同入社式にて> 

   

 

 

4 月より今年の新卒社員 2名が、新しい仲間として加わ

ってくれました。4 月１日は愛知中小企業家同友会が主催

する合同入社式「明日を担うフレッシャーズのつどい」に

出席して、翌日の 4月 2日・3日と 2日間、1泊合宿におけ

る新入社員共育研修会に参加しました。合同入社式には 206

名の新入社員が参加し、新入社員共育研修会には参加企業

89社 179 名の新入社員が参加しました。参加した新卒社員

の皆様が同期の仲間となります。合同入社式の記念講演で

は京都大学高等研究院・特別教授の松沢哲郎氏から「想像

するちから」と言う内容で「心」「ことば」「きずな」か

ら、チンパンジーの研究を通して「人間とは何か」という

本質を考え、2日間の研修

では、社会にでる為に最初

に取り組む事として、色々

な講座を受けました。これ

らの機会を生かして、お客

様に恩返しできる人材に育

っていただきたいです。 

                 

 

2019 年 6 月 8 日(土)、9 日(日)、10 日(月)の 3 日間、ポート

メッセなごやにて毎年恒例の中部どてらい市が開催されま

す！今年のメインテーマは「共に、新しい時代を。」です。

当日は、新製品やオススメ品の展示や特別価格での販売、お

得情報など盛りだくさんです。そして「イチオシコーナー」

「大特価コーナー」の 2 つの目玉企画がございます！各メー

カーさんのブースにて様々な商品をご用意いただいておりま

す。数に限りがあるものもございますので、気になる商品や

メーカーさんがありましたら、ぜひお見逃しなく！また、恒

例のお楽しみ企画として、お買い上げ金額に応じたプレゼン

トや特典もございます。飲食コーナーもありますよ♪ 

ご家族そろってぜひお越しください！！ 

★当日はご招待券をお持ち下さい★ 

日時  

2019年 6月8日(土)  10：00～17：00 

2019年 6月9日(日)   9：30～17：00 

2019年 6月10日(月) 10：00～16：00 

場所 ポートメッセなごや第３展示館 

 

 

 

 

 

新本社住所：名古屋市瑞穂区大喜新町二丁目 28番 

電話:052-693-5800 / FAX:052-693-5802 

※電話･FAX番号変わります！ 

事業内容：機械工具・工作機械・工場用

設備用品、産業機器などの卸販売 

分電盤・配電盤用のオリジナル鈑金部品

の販売、環境設備商品の卸販売 

お問合せ： info@pro-kogu.com 

社長ﾎｯﾄﾗｲﾝ：090-2928-3231 

(お客様相談窓口：堀口) 

 

 

 

 

★☆★☆簡単ワンタッチ取付け☆★☆★ 

＊空気清浄効果 

工場に浮遊するオイルミストや粉塵を 

効率的にキャッチ！ 

＊羽汚れ防止 

定期的なメンテナンスが不要に！ 

＊脱臭効果 

フィルター繊維に消臭剤を添着⇒腐敗臭を取り除く！ 

難燃性フィルター採用で炎が燃え広がらず安心です。 

工場の風量もほとんど落ちません。 

工場の環境改善にぜひお試しください☆ 

＜商品名・価格＞ 3,500 円（税別） 

エアウォッシュフィルター AWF-F045.03（3 枚入り） 

※工場扇風機 (羽根サイズ 45cm)フィルター 

ものづくり最前線！！ 
 

【今月のごあいさつ】 【ものづくりﾄﾋﾟｯｸｽ】 

【会社案内】 有限会社パール金属  

 

【ものづくりﾄﾋﾟｯｸｽ特別編】 

第 44回 2019 中部どてらい市 

☆どてらい市オススメ品☆ 

エアウォッシュフィルター 

取り付けるだけで工場の空気をキレイに！ 

 

約 1 ヶ月後真っ黒に！  

mailto:info@pro-kogu.com


 

             

 

① SD ｼﾘｰｽﾞ超硬ﾄﾞﾘﾙ ﾀｯﾌﾟ下穴サイズ M5 M6 M8 各 1 

品番：SDX2A  3 本おためしパック 

★☆3 本合計の定価 17,600 円→3 本で 6,500 円☆★ 

② SP ｼﾘｰｽﾞｴﾝﾄﾞﾐﾙ φ3：3 本 φ4：2 本 φ6：2 本 

品番：SPSED2A お徳用パック 2 枚刃 7 本セット 

★☆7 本合計の定価 13,900 円→7 本で 6,500 円☆★ 

③ SP ｼﾘｰｽﾞｴﾝﾄﾞﾐﾙ φ3：2 本 φ4：2 本 φ6：2 本 

品番：SPSED4A お徳用パック 4 枚刃 6 本セット 

★☆6 本合計の定価 13,400 円→6 本で 6,500 円☆★ 

④ SP ｼﾘｰｽﾞｴﾝﾄﾞﾐﾙ φ3：1 本 φ4：1 本 φ6：1 本 

品番：SPSEE4VA お徳用パック 防振 3 本セット 

★☆3 本合計の定価 11,900 円→3 本で 6,500 円☆★ 

＜商品名・価格＞ 各 6,500 円（税別） 

① SDX2A おためしパック 3 本セット 

② SPSED2A お徳用パック 2 枚刃 7 本セット 

③ SPSED4A お徳用パック 4 枚刃 6 本セット 

④ SPSEE4VA お徳用パック防振 3 本セット 

 

 

 

国土交通省・経済産業省で、新たなモビリティサービスの社

会実装に向けた新プロジェクト「スマートモビリティチャレ

ンジ」が今年度よりスタート。これは、将来の自動運転社会

の実現を見据え、 IoTや AI を活用した移動課題の解決及び

地域活性化に挑戦する地域や企業を応援するプロジェクト。 

背景には日本各地域が抱える移動課題がある。一部の大都市

や中規模都市の中心部では公共交通機関が発達する一方、そ

のほか地域では移動手段の多くを自家用車に頼らざるを得な

い。第 4 次産業革命の波がモビリティの世界に到来し、新た

なモビリティサービスの進展・取組の支援によって、より高

付加価値で快適な移動を実現するとともに地域と企業の協働

による意欲的な挑戦を促し、移動課題の解決と地域経済の活

性化を期待。 

取組としては地域毎にシンポジウムを開催・地域や企業等の

取組の情報共有の促進や、先駆的取組をする「パイロット地

域」を募集・選定し、事業計画策定や効果分析等の支援を実

施することを予定している。 

  

 

江崎利一は大手製菓会社「江崎グリコ」の

創業者。子どもの頃に「グリコ」や「ビスコ」

を食べたことのある方も多いと思う。19歳

の時に家業の薬種業を引き継ぎ成功。戸ヶ里漁港で水揚げ

された牡蠣の煮汁にグリコーゲンが含まれることを発見。 

アメの中にグリコーゲンを入れた試作品を次々と作り、キ

ャラメルにグリコーゲンを入れた「栄養菓子グリコ」を開

発。39歳で「江崎商店(現・江崎グリコ)」を創業。菓子業

界では何ひとつ経験もない中、独自のアイデア(おまけ等)

や広告宣伝、営業努力などでグリコを大ヒット商品にした。 

江崎は「食品による国民の体位向上」の追求に 97年の生

涯を捧げた。そんな彼の残した言葉に「商売は 2×2＝5（に

にんがご）。当たり前を超える努力を重ねれば、成果は増

える。」がある。考える努力をし、考え工夫する。「努力」

と「経験」を“判断・直感・工夫”などで掛け合わせるこ

とによって「不可能を可能にする」。2×2＝4では当たり前

で、さらに人一倍の努力と工夫をすれば、2×2＝5にも 6

にもなると考えた。これは今日のグリコ精神の根幹をなし、

今でも子供たちに愛されるお菓子を提供し続けている。 

 

 

 4月に入社いたしました吉村 涼です。 

入社して 1ヶ月経ちましたが、まだまだ分からないことが沢

山あり、先輩社員の方々にたくさんのことを教えてもらって

います。新しいことを覚えていくことが楽しく、とても充実

した毎日を送ることが出来ているな！と実感しております。 

 営業に先輩社員と一緒に行くようになって、お客様に「背

が大きいね」とよくお声をかけて頂いています。横にも大き

いので「柔道やっていた？」と聞かれることも良くあります

が、柔道ではなく野球をやっていました。こういった感じで

お声をかけて頂けるのがとても嬉しく、背が大きい、横にも

大きい、といった特徴があってよかったなと思っております。

大きい男が来たら、お声をかけて頂けると嬉しいです。お客

様と沢山コミュニケーションを取りたいと思っておりますの

で、こちらから声をかけることも多いと思

います。その時は、お客様のお時間がよろ

しければ、お話しができれば嬉しいです。 

 まだまだ未熟もので、至らぬ点も多々あ

ると思いますが、精一杯努力していきます

ので、よろしくお願いいたします。 

【今月の売れ筋商品】 

【歴史に学ぶ生き様】 【社員の声】 

 

 

吉村涼（2019年 4月入社） 

 

 

 

 

 

 

【今月のビジネスコラム】 
日本物流新聞・国土交通省・経済産業省 

「スマートモビリティチャレンジ」スタート 

江崎利一 

岡崎精工ドリル・エンドミル お徳用パック 

大特価★6,500 円★ 


