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メキシコ現地法人第2拠点開設のお知らせ

　マルカキカイは、2011年11月にメキシコ中央
部にあるアグアスカリエンテス州に現地法人・
MARUKA MEXICO S.A.de.C.V. を設立致しまし
たが、この度2015年7月にメキシコ第2拠点としてケ
レタロ州に事務所を開設致しました。
　ケレタロは、中央部よりやや南東に位置し、首都
メキシコシティより車で約3時間。街自体が世界遺
産に登録されており、中心部付近の街並みは欧州
の街並みによく似た雰囲気を醸し出しております。
　メキシコへの日系企業の進出ラッシュは続いて
おり、進出日系企業数は、4年前/2011年の465社
から、今年末には1000社を超える見込みで、今後

＜ケレタロ事務所＞
MARUKA MEXICO S.A.de.C.V., QUERETARO OFFICE
Clemencia Borja No.512 Corporativo Omega Oficina 101
Col. Juriquilla Acueducto, Santa Rosa Jauregui Quretaro, Qro. 76230
Tel：442-234-1847/2847

さらに増える事が予想されています。また、直近進
出企業の州別の進出地域ではメキシコの中央高
原地域(バヒオ地区)が80％を占めており、対角線
上に位置するアグアスカリエンテス本社とこのケレ
タロ事務所の2拠点より同地域ご進出企業様をと
どこおりなくフォロー致します。
　メキシコへの進出をご検討、またメキシコへご旅
行・ご視察・短期駐在等でお越しの際には、是非
ご一報願います。マルカメキシコとして総力をあげ
てそのお手伝いをさせて頂きます。何卒宜しくお願
い致します。

アグアスカリエンテス州
マルカメキシコ社本社

グアナファト州

ケレタロ州
マルカメキシコ社
ケレタロ事務所

メキシコシティ
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○ 野生の勘を研ぎ澄ます
　人間には、理性とともに野性の勘（直感）が備わってい
る。勘とは推理や思考を経ずに、ものごとの真相を心で
直ちに感じることである。勘は非論理的、非科学的と否
定されがちであるが、人間が作ったルールや理屈に従っ
た判断よりも、勘の方が正しい結果をもたらすことが少な
くないので、あながち無視できない。かつて巨人の長嶋
選手は、数々のファインプレーやタイムリーヒットでファン
を魅了したが、これは理屈ではなく動物的勘のなせる業
だと言われていた。
　勘には多くの経験と鋭い感覚に基づく野生の勘と、た
だ当てずっぽうだけの山勘がある。勘の鋭さや鈍さには
天性のものがあるが、経験を積むことで養われる部分も
少なくない。勘を養うためには難問を経験することが大
事で、避けている様では鈍くなる。勘を鋭くするためには、
思い込みや先入観なしに、もの事を捉える感覚を養う必
要がある。
　最近、野生の勘が鈍っている人が多いように感じる。
何事も決まり事に従っておれば、それで事足れりと考え、
自分の頭で決断することを放棄する人が増えている。こ
こ一番の勝負どころで決断するためには、強い精神力と
ともに野生の勘を発揮することが重要である。もう一度
自分の勘を見直し、山勘ではない野生の勘を鋭く研ぎ澄
ます努力を心掛けよう。

○ 全ての基本は人である
　当社の仕事は人と人との繋がりで成り立っているため
に、担当者の自主判断による自由裁量の範囲が広い。こ
れを会社のプラスとなるよう自由裁量の良い面を大いに
活用しなければならない。担当者は幅広い発想力、柔軟
な思考力、臨機応変の対応力を常に向上させる努力を
しなければ、折角の自由裁量を生かすことができない。
組織も担当者の自由裁量を縛るようなルールや枠を作っ
ては、担当者が力を発揮できない。ルールや規定を制定
することは大変重要であるが、細かくなり過ぎると制定し
た本来の目的よりも、それを守ること自体が目的となって
しまい、組織の機動性、柔軟性を失うことになる。ものご
との判断には、問題の本質を見極める能力が最も重要
であり、形式や規定ばかりにこだわっていては駄目であ

る。幅広い発想力、柔軟な思考力、臨機応変の対応力
を兼ね備えた判断力を持つ人材の多寡が当社の発展
に大きく影響する。そのような人材が現在の肩書とは関
係なく、将来の組織の核となる人材になる。
　マンパワーの総合力が組織の盛衰に比例する。マンパ
ワーが伸びていないのに、組織を手広く拡大していった
結果、破綻したケースが多い。会社の人材の能力と会社
の発展とを比例させることが重要である。会社にとって
社員の成長が止まれば衰退あるのみである。この1年間
で自分はどれだけ成長したかを常に自問しつつ研鑚に
励もう。

○ 顧客の満足
　今後今以上に大事なことは、マルカの企業理念にもあ
る「顧客の満足」である。顧客に満足していただかなけ
れば、取引は長続きしない。最近の顧客サービスは過去
と比べて、より顧客満足の重視に重きを置いている。医
療関係でも大きく変化しており、かかりつけの町医者の
みならず、大きな総合病院でさえも、サービス業並みの患
者に対するきめ細かいサービスを提供しているところが
増えてきた。かつては、ハードの技術が高く機能が豊富
であることが、勝ち組商品の条件であったけれど、現在
ではハードよりもユーザーが満足できる充実したソフトを
提供できるか否かで勝負が決まる。翻って当社の営業
は過去と比べてどうだろうか。ソフトの提供で他社と比べ
て優れているのか、劣っているのか、反省すべき点はな
いのか点検する必要がある。もう一度日頃の営業スタイ
ルが顧客の満足に繋がっているかを点検し、旧態依然
のままで、自己満足に陥ってないかを検証する必要があ
る。
　「顧客の満足」は変化している。その変化に追随してい
くことが我々の使命であることを忘れてはならない。更に、
満足を得るためには、社員の能力を引き上げる教育を、
会社が方針として提供することが重要である。将来に向
けた会社の方針として進めていく中で、短期的に結果が
出るものと、長期に亘ってもなかなか結果がでないものと
があるが、方針にぶれがなく進めなければ中途半端に終
わってしまう。「顧客の満足」とは何か、どう応えていくかを
会社も社員も一緒に、常に考えなければいけない。

今月のことば 乾   相談役
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8月
マルカの動き

加藤　友望 大阪建設機械部業務
（8月24日付）

新 入 社

殊 勲 賞

東京産業機械第二部　部長 熊谷　了輔

表 彰

9月1日    11月30日
新キャンペーン 開幕 !!

2015年度キャンペーン

One more Go for 70/70

Japan, the Americas, China & Asia
The Four Sales Powers Unite for Year of Greater progress

日米中亜  四極体制
飛躍の年

M 1 Go for 70/70

〈 IV 〉

動 き

8月 12日

8月 16日
夏期休暇}〜

マルカタイ社　ピントン支店
マルカ・エクスポート社

移転のお知らせ

789/28 Phase 4 Unit A1, Pinthong Industrial Estate 1, Moo 1,
T. Nongkham, A.Sriracha, Chonburi  20230

1.  Maruka Machinery (Thailand) Co.,Ltd.　Pinthong　Branch 
Office Tel：＋66-38-348-267/268　Fax：＋66-38-348-269

2.  Maruka Export (Thailand) Co.,Ltd. 
Office Tel：＋66-38-348-196　Fax：＋66-38-348-269

移転先

移転日 9月7日
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タ　　イ インドネシア マレーシア フィリピン 台　　湾 上　　海 備　　考
GDP成長率

(％)
2014年 2.0% 5.1% 4.6% 6.4% 3.4% 7.4% 推定値
2015年 4.5% 5.2% 6.2% 6.7% 3.5% 6.5% 予測値

物価上昇率
(％)

2014年 2.1% 6.0% 3.5% 4.8% 1.4% 1.1% 推定値
2015年 2.4% 5.0% 3.5% 4.9% 0.9% 2.4% 予測値

為替相場
(対米ドル)

15/6/10 B33.68 Rp13,229 M$3.70 P44.99 NT$31.27 RMB6.210 1$=124.47円
15/7/10 B33.93 Rp13,331 M$3.70 P45.21 NT$31.22 RMB6.115 1$=121.66円
15/8/10 B35.26 Rp13,225 M$4.20 P45.75 NT$31.80 RMB6.410 1$=124.43円

今後の傾向

短期金利
1. 50% 7.50% 6.25% 4.00% 4.13% 4.85%

今後の傾向

失業率 0.83% 6.10% 3.10％ 6.50% 3.71% 4.50%

マルカ駐在員
からのコメント

　首都バンコクで起きた８
月１７日の爆弾テロは、国際
的なテロ組織ではなく、国
内の組織が周到に計画し
た犯行との見方が強まっ
ている。軍事政権の国家
平和秩序評議会は、「国
際テロと関連している可能
性は低い」と発表した。
　タイ政府が７月に100人
以上のウイグル族を中国に
強制送還したことに対す
る報復ではないかとの憶
測もあったが、治安当局は

「中国人旅行者が直接
の標的ではなかった」と判
断しており、爆弾の準備か
ら現場の調査、実行犯の
逃走ルートの確保などで、
少なくとも10人は関わって
おり、外国人だけでは実行
不可能との認識を示した。

　インドネシア国内景気
の悪化に伴い、銀行の不
良債権が増加している。
企業の業績悪化も予想
されており、各銀行は融
資拡大には慎重な姿勢
を示している。インドネシア
政府は銀行に中小企業
に対する融資拡大を訴え
てはいるが、企業に十分
な資金が供給されず、景
気をさらに下押しする可
能性も出ている。
　民間シンクタンクである
戦略国際問題研究所は、

「銀行の不良債権比率
は景気の動向によっては
さらに増加する可能性が
あり、政府が公共支出を
拡大するなど消費者信
頼感の回復に向けた強
いメッセージを送ることが
カギとなる」と指摘した。

　マレーシア華人商工会
議所（中華工商聯合会、
ACCCIM）が今年6-7月に
実施した調査で、4月の物
品・サービス税（GST）導入
は企業のキャシュフローに
大きな打撃を与えているこ
とが明らかになった。
　調査に回答した企業
の85％は、関税局による
仕入れ額控除の払い戻
し手続きが遅れているこ
とを受け、サプライヤーへ
の売り掛け期間を6カ月
以上に延期することを強
いられている。農業や木
材、漁業、農園運営や園
芸、卸売業者や小売業
者が影響を受けている。
ACCCIMはGST関連の
手続きの改善を求め、連
邦政府に覚書を提出す
る方針だ。

　フィリピン統計庁は今
年第2四半期（4~6月）の
国内総生産（GDP）の伸
び率が前年同期比5.6％
増の1兆9,339億6,100万
ペソだった。アジア主要国
で見ると、フィリピンの第2
四半期四半期のGDP成
長率は7％で1位の中国、
6.4％で2位のベトナムに
次いで3位となっている。
　産業別にみると、全体
の6割弱を占めるサービ
ス業が6.2％と、前年同
期比0.3増となっている。
ただし、農林水産業が同
0.5％減、鉱工業が同3％
減とそれぞれ伸び悩ん
だ。
　今年上半期のGDP成
長率は5.3％、国民総所得

（GNI）成長率は4.6％で
あった。

　台湾の2015年4～6月
期の実質GDP成長率は
前年同期比0.6％増と、
前期の同3,4％増から大
きく低下した。
　この経済の失速は、こ
れまで成長を牽引してき
た輸出が停滞した影響
が大きい。GDPの7割を
占める輸出は、これまで
半導体や光学機器など
IT関連産業が全体を押
し上げてきたが、足元で
は最大の輸出先である
中国経済の鈍化など世
界経済の回復の遅れや
中国企業の台頭による
現地調達率の増加、スマ
ホ需要の伸びの鈍化な
ど外部環境は厳しさを増
し、輸出停滞局面にある。

　来年から始まる中国の
第13次5カ年計画（2016
年～20年）は、経済成長
率よりも人口政策に重点
が置かれるとの観測が出
ている。背景には、急速な
高齢化社会の進行と労
働力人口の減少に対す
る中国政府の危機感が
うかがえる。
　中国では15～59歳の
生産年齢人口の減少し
ており、出稼ぎ労働者（農
民工）数も4年連続で伸
びが鈍化した。豊富な労
働力が経済を支える「人
口ボーナス」の状態は失
われつつあり、近い将来に

「超高齢化社会」へ突入
して経済発展が著しく妨
げられるとの懸念もある。

広　　州
中　　国

上　　海
天　　津

アジア NOW 2015 年　9 月
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　健診結果に現れた異常は、生活のゆがみを修正するこ
とで良くすることができるものがあります。生活習慣病予防
健診は、自分の生活習慣を見直すチャンスなのです。

　健診結果は、単純に数値が正常か異常かをみるだけ
でなく、毎年の検査値の変化を読みとり、体の状態や体
調の微妙な変化を把握し、健康づくりの参考にすることが
大切です。
　健診結果票はすぐに捨てないで、ファイリングするなどし
て保存しておきましょう。

　現代人は毎日多くのストレスにさらされて生きています。
適度なストレスは人間の活動のエネルギー源になります
が、ストレスが大き過ぎて体の防衛機構を上回ると、心や
からだにさまざまなトラブルが起こります。ストレスが原因と
なる病気には心身症、神経症、軽症うつ病などが知られ
ています。また、過度のストレスは生活習慣病の発症にも
影響を及ぼし、免疫力を低下させるとも言われています。

　上記でも述べましたが、生活習慣病の多くは生活上の
ちょっとした心がけをするか、しないかで後々における影
響が変わってきます。
　生活環境や労働状況など、人によってしやすいこと･し
にくいことはあると思いますが、できることから実践して、健
康に対しての意識を高めていきましょう。

バランスの良い食事
　塩分･動物性脂肪を少なくして、食物繊維･ビタミン･タ
ンパク質･ミネラルをきちんと摂取した栄養バランスを考え
た食生活を意識する。

適度な運動
　歩く、軽い全身運動を行なう。身体を動かすことは筋肉
や頭に適度な刺激を与えてくれるのみならず、骨を丈夫に
し、血管の動脈硬化を予防する効果もあるといわれてい
ます。
　脳の色々な場所の機能を使っているので、脳の代謝と
循環を活発にすることができます。

心のケア
　睡眠をしっかりとり、十分な休養を意識する。趣昧・興味
をもって、自分なりのストレス解消法を身につける。
　また、ストレス度チェックなどで自身の状態を把握し、お
かしいなと思ったら、心療内科や神経科を受診して相談
することも大切です。

生活習慣病予防健診の大切さ

体お 元 気 で す か

　日本人に多い病気は「高血圧」「糖尿病」「動脈硬化
による心臓病や脳卒中」そして「がん」などで、いずれ
も重大な健康障害要因です。一方、これらの病気は、
食生活、運動、休養、喫煙、アルコールなど、日ごろのラ
イフスタイルと密接な関わりがあることから｢生活習慣
病」と呼ばれています。

　生活習慣病は40歳代を境に増え始めますが、心が
け次第で将来のリスクを少なくできます。
　生活習慣病の予防には、まず自分の体や健康状態
に関心をもち、理想的な生活習慣を保つ。そして身近
な病気や健診についての知識を深めておくことが、とて
も大切になります。

1.健診を受ける 〜健診はなぜ必要なのか〜

2.健診結果の正しい読み方・活かし方

3.心身ともに健康を意識する

4.日常で心がけたいこと
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　岡山支店がここ岡山県岡山市内に事務所を設
けて50年が経ちます。
　岡山は東は兵庫、西は広島、南は香川、北は鳥
取に隣接しており、温暖な瀬戸内の気候を背景に
果物ではマスカットや清水白桃が有名でインター
ネットでお取り寄せされる方も全国的に増えていま
す。また桃太郎の童謡の歌詞に出てくる『お腰につ
けたきび団子、一つわたしにくださいな♪』の、きび
団子は私も大好きで他県の方のお土産にとても喜
ばれます。岡山を代表する銘菓の一つです。
　さて岡山支店では現在、中国地方4県（岡山県・
広島県・鳥取県・島根県）と兵庫、徳島の一部と、
非常に広いエリアに渡って主に自動車部品、農

機、建機分野のユーザー様に営業活動を行ってい
ます。その中でもここ数年は中国地方のお客様の
海外進出支援（メキシコ・中国）がメインとなってお
り今も建機メーカーのアメリカ新工場の仕事に携
わっています。
　活動エリアの広さもさることながら事務所も広い
です！今は3名体制ですが、あと3名くらい増えても
問題ありません。売上を今以上に上げて人も増や
し、お客様のニーズによりお応えできるよう、みな一
丸となって取り組んで参りたいと思います。
　今後共、マルカキカイ、岡山支店をどうぞ宜しくお
願い申し上げます。

岡山支店紹介

（写真　左より渡辺社員、大泉支店長、中野社員）
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　福岡県大野城市にある福岡支店のご紹介させ
て頂きます。
　場所は博多区中心から車で30分離れた、太宰
府インター付近にあります。また、菅原道真公を祭
神として祀る、全国天満宮の総本社(太宰府天満
宮)が有り、学問の神様として、多くの人々に参拝さ
れています。スポーツではソフトバンクの本拠で地
元は今一番の盛り上がりです。福岡支店は本社、
東京支社を除く、地方唯一の産業機械部と建設機
械部がある支店です。
　8月から大阪本社から赴任してきた竹内社員が
産業機械に加わりまして、産業機械2名、建設機械
1名、事務1名の人員体制です。
　福岡は九州で最も高い工業集積、技術集積を
有しています。鉄鋼、化学などの基礎素材型産業に
加えて、自動車、先端半導体、ロボットなどの加工

組立型産業の集積が進み、蓄積された「ものづくり
技術」を活かして地域の活性化が図られています。
福岡空港の滑走路増設や博多港など国際交通基
盤の整備も進んでいます。産機は主に自動車製造
関連のユーザー様が多く、九州地方特色としては
関東・中部地区の拠点からの工場が多いです。他
には農機具・住宅設備機器ユーザー様です。建機
は主としてクローラクレーン、ラフテレーンクレーンを
使用する、基礎工事業のユーザー様です。
　産機、建機、両部門とも新規ユーザー様とのお
取引を拡大し、福岡支店の人員を増やし、更なる
発展をとげたいと考えております。
　今後とも、ユーザー様のお役にたてますよう、支
店一同努力してまいりますので更なるご愛顧をお
願い申し上げます。

福岡支店紹介

（写真　左より三角支店長、竹内社員、豊島課長、長渕社員）
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