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ワルター・ハインリッヒ・ノイマン様
■Yamato Scale GmbH
（ドイツ）

「大和製衡の100周年に寄せて」
Yamatoは長い歴史と独特の伝統を持つ会社で
す。
その長い旅路は、起業家精神、創造性、
ハード
ワーク、卓越した献身に満ちていたと言えるで
しょう。
このような重要な記念日を祝うにあたり、私たち
はみなYamatoの成功と成果を認識しています。
この特別な日は、私たちの継続的な成長の最大
の推進力であるお客様とパートナー企業の信頼
とサポートに感謝する時だと考えます。
100周年おめでとうございます。

ワルター・テン・ブルゲンケーテ様

■Yamato Scale Benelux
（オランダ）

「大和製衡の100年は真実の軌跡」
個人的な話をすると、私は100年のうちの約25
年をYamatoで過ごしました。
その間、会社が成
長し、繁栄するのを見てきました。
スタッフ、組織、
そして技術力により、Yamatoブランドは一流の
ものとなり、
リーディングメーカーとして認められ
ています。そのような企業で働くことを誇りに思
いますし、確実に計量技術の最前線にいる企業
だと思います。
このたび、100周年を迎えた明石の大和製衡の
皆様、経営陣の皆様に心からお祝いをヤマトス
ケールベネルクスから申し上げます。

ファブリツィオ・レバティ様

■Yamato Scale Italy（イタリア）

私たちは100年にわたる
「信頼・技術・創造」
の代
名詞ともいえるこのプロフェッショナルチームの
一員であることを誇りに思っています。
YIT（ヤマトスケールイタリー）
は大規模なチーム
の最年少の一人ですが、私たちの背景にある歴
史と力強さによって、多くのお客様が私たちに彼
らのニーズを満たすための技術力と品質力があ
ることを知っています。私たちはすでに次の200
周年へ向けての準備を、熱意を持って始めていま
す。

ラルフ・キーゼルホースト様

■Yamato Corporation（アメリカ）

こんにちは。私はアメリカ、ウィスコンシン州メコンに拠点をおく
Yamato Corporationの社長兼CEOを務めるラルフ・キーゼ
ルホーストです。
創業100周年を迎えるにあたり、ご挨拶できることを光栄に思
います。Yamato Corporationは南北アメリカ向けの販売およ
びサービス組織です。また、現地市場の需要に合わせて製品を
カスタマイズしております。データウェイ™をはじめとする
Yamato製品は今から40年以上前にアメリカ市場に導入され
ました。当時と変わらず、Yamatoブランドは計量の信頼性、品
質、革新性に結びつくものとなっています。Yamatoをはじめとす
る民間企業が創業100周年を迎え、社会に貢献することは非常
に稀です。私たちは、これまで積み重ねてきた100年間の業績の
上に成り立っていることを認識し、これが200周年に向けて成
功するための基盤であると信じています。ありがとうございます。

ビル・ピアース様

■Yamato Corporation West Coast Oﬃce（アメリカ）

こんにちは。私はYCOおよび、YCA（カリフォルニ
ア・レイクフォレスト）の副社長を務めるビル・ピ
アースです。YCAは7年前にアメリカ西海岸におけ
るカスタマーサービス全般に応えるために誕生し
ました。YCAは「信頼・技術・創造」
というYamato
の経営理念を具現化しています。
Yamato製品に対する長年の評判とともに、
スタッ
フのたゆまぬ努力によりYCAは早い段階で成功を
収め、新規市場への拡大を支援してきました。私た
ちのオフィスはまだ開設されて間もないですが、
Yamatoグループの成功が100年間続いているこ
とを誇りに感じています。
ありがとうございます。

哈 純様

■Yamato Scale Dataweigh（UK）Ltd.（イギリス）

100周年おめでとうございます。
これは確実に偉
大な功績であり、私たちにとってひとつの節目と
なります。Yamatoは世界中で確固たる事業基盤
を確立し、優れた計量技術とサービスをお客様
に提供し続けています。
英国Yamatoすべての従業員は過去100年間に
わたる成功と業績を誇りに思っています。
これか
らさらに続く旅に期待し、興奮しています。
日本のYamatoからのご支援、
ありがとうござい
ます。今後ともYamatoグループのご活躍とご発
展をお祈り申し上げます。

ピエール・ポール・シモンピエリ様

■Yamato Scale France（フランス）

私が入社したとき、Yamatoはすでに世界の包装
業界の一角となっていました。YSF（ヤマトスケー
ルフランス）はまだ小さな存在ではありましたが
…。
私たちのチーム全員が、煉瓦を積み上げるよう
に、Yamatoが今後の100年で実現するであろう
一部を構築するために貢献し続けると願ってい
ます。
私たちは持てる分野の知識を永続的に改善し、
拡 大を試みることで、冒険を続けます。特に、
Yamatoが持つこの改善し続ける文化に感謝い
たします。

創業100周年を迎えた大和製衡に、
世界中のYamato Familyから
お祝いメッセージをいただきました。

小谷 康様

■Yamato Scale India Pvt. Ltd.（インド）

大和製衡の100周年、心からお祝い申し上げます。
Yamato Scale India（YSI）
は、2008年に設立さ
れました。
ようやく10周年を超えたYamatoグルー
プの中では若輩者の会社であります。
2008年以来、YSIは本社のサポートのもと3000
台を超えるデータウェイ納入実績を得ることがで
きました。
インドは世界有数の農業大国であり、食品加工業
は2020年代末には4820億ドルの市場規模とな
り、包装産業は現在650億ドルの市場規模を有し
ています。現状では、
コールドチェーン、大規模小売
店舗チェーンの未発達などの課題がありますが、言
い換えますと定貫計量が拡大する余地がまだまだ
あります。
インドの人口は約13億人と言われていま
す。労働力人口は毎年約1％ずつ増加し、
それらは
将来的に購買力を備えた消費者層となり、有望な
消費市場になることが見込まれています。今後の
100年において、
インドは間違いなく世界において
重要なポジションを担う国になると思われます。
私どもYSIは、
この100年を想い、そして次の100
年を創るため、市場における確固たる地位の確立
に励みます。

オルガ・コズロヴァ様

■LLC Yamato Scale（ロシア）

100年間にもわたるビジネスのご成功おめでとうございます。
また、Yamatoのチームの一員として長年会社に貢献し、成功
を収めてきた従業員の皆様にも心よりお祝いを申し上げま
す。皆様のたゆまぬ努力と成功に感謝し、大きな価値を見出し
ております。100周年の記念日は、顧客に提供される卓越性
のある技術力なしでは実現できなかったでしょう。
Yamatoの革新的な製品とサービスは産業界に大きな貢献
をしました。常に顧客満足を最優先として取り組まれた結果
だと思います。多くの従業員と同じく、私はあらゆる設備の実
現を可能にすることができるYamatoで働くことは特別なこと
だと感じております。
100年の素晴らしい旅路の途中の皆様へ、今後ますますの成
功と革新を納められ、さらなる高みに到達されますことをお祈
りいたします。

Thank you
for
all of you!
廖有鈞様

崔 圭鍾様

■金龍YAMATO製衡株式会社（韓国）

創業100周年おめでとうございます。
ひとつの企業が100周年を迎えることは誰もが賞賛する
ことでしょう。
それも他の会社に数回に渡ってM＆Aされ100年を迎え
たのではなく、最初の創業者から変わりなく今まで維持
できたのはさらに意味のあることだと思います。今日まで
大和の一員として勤務されてきた従業員の皆様や経営
陣の皆様に大きな拍手を送ります。
貴社の素晴らしい100年の歴史のうち、半世紀近く良い
パートナー関係を維持して来たのが私にとっては何より
大事な事であり光栄と思っています。
100周年を迎えた今年は思わぬコロナ禍で全世界が厳
しい状況です。
これからの新たな100年は試練からのス
タートですが、
この危機を乗り越え、
さらなる発展を信じ
ております。新たな100年も今までのようにお互いに良
いパートナーシップを維持できるように頑張りたいと思
います。

East（Branch）
（UAE）

世界のYamatoグループの皆様、100周年お

めでとうございます。
また、今までYamatoグ
ループを支えて下さった、
お客様、
ご協力会社
様、先輩の皆様、社員とご家族の皆様、
ご関係
者様に対して、
心から御礼申し上げます。

大和製衡株式会社中近東支店（YME）
は、
ア

ラブ首長国連邦のドバイに事務所を構え、中

近東地域及びアフリカ地域の市場を管轄し、

日々、尽力させていただいております。中近東

支店では、
この大きな潜在的可能性を秘める
市場において、新たなビジネスの構築と、新た

な販路の開拓を行っております。特にアフリカ

地域などの未成熟なチャレンジ市場において

は、社会における基幹の確立は我々の使命の

一つであると考え、
『衡器＝公器』
『計量品質』

という概念の構築も含め啓蒙活動へも取り
組んでおります。決して我々の考えや計量機を
押し付けるのではなく、お客様自らが必要性

にお気付きになられるよう寄り添い、その延

長線上にて我々もお手伝いをさせていただけ

るように心掛け、
今後も取り組んで参ります。

中近東支店の社員一同が、歴史あるYamato

伊勢 聡様

グループの一員として活躍できることを誇り

100周年を大和の一員として迎えられたことを誇りに思
います。
大和タイランドは2015年に設立以来少しずつながらも
成長を遂げていますが、当社の1世紀に及ぶ歴史の中で
はまだまだ極小な存在でしかありません。今後はより高
付加価値の市場、例えば近年東南アジアで成長著しい
ペットフード市場や粉体市場など、
に重点を置きASEAN
のハブ機能を有する組織になるべく奮闘努力をしており
ます。
さらに、
マーケティングの視点では、東南アジア全域
のビジネスシーンでも広く浸透しつつあるSNS媒体にも
力を入れて参ります。
ひとつひとつの活動の積み重ねを継
続させることで次の100年に貢献したいと思います。

に向けて努力する次第でございますので、今

■Yamato Scale（Thailand）Co., Ltd.（タイ）

■上海大和衡器有限公司
（中国）

「源流長く、和貴く」
100年企業を作るのは多くの企業家の夢であり、我々
は、今の大和を通じてその夢が現実のものとなっている
のを目の当たりにして、
しかもその一員として加わってい
ることに対して大変光栄に思います。
「 信頼・技術・創
造」は大和の社是として全ての源であり、100年間その
源流が代々受け継がれて今日の業界をリードする存在
となったと確信しています。
「大和」の「和」は「調和」、そ
の精神は「和衷協同」であり、その「和」の基で、違う文
化、違う民族の国々に深く根差して世界的企業として発
展を遂げたと思っています。
日本大和は1950年代に既
に中国に秤製品を輸出し、中国改革開放の黎明期であ
る80年代に多くの計量器企業に汎用品はかりの技術
を提供しました。そして今から30年前の1990年に上
海大和を設立し、普通秤に続いていち早く産機製品と
自動機製品を中国市場に広め、鉄鋼・電力・セメント・ガ
ラス・食品業界の主要ベンダーの地位を確立しました。
上海大和はこれからも中国市場を深耕し続け、技術と
製品で顧客に価値を提供し、省エネ・省資源・CO2削
減に貢献して大和グループの一員として200年企業を
目指していきます。

宮永 剛様

■Yamato Scale Co., Ltd. Middle

に思い、
なおかつ次の100年への更なる飛躍
後とも、
末永くよろしくお願いいたします。

ピーター・ハートリー様

■Yamato South Africa（南アフリカ）

ジェシカ・ガルシア様

■Yamato Scale de México, S. DE R.L. de C.V.（メキシコ）

こんにちは、私はラテンアメリカのマネージャーを務め
るジェシカ・ガルシアです。私のオフィスはアメリカ・ウィ
スコンシン州のメコンに位置します。
ここ数年で私たち
は新しいラテンアメリカ市場をサポートする強力で献
身的で才能のあるチームを作りあげることができまし
た。Yamatoが提供する高品質な製品とともに、
チーム
が継続的な献身、協力、およびコミットメントを行うこ
とにより、私たちは長年にわたり前進し続け、成功する
ことができると考えています。改めて、100周年を迎え
るYamatoにお祝いと感謝を述べたいと思います！

Veels geluk！
（オランダ語で幸運を願う言
葉です）
おめでとうございます。
100年にわたる継続的な開発、革新、そして
グローバルな拡大をお祝いいたします。私た
ちの会社の継続的な成功において、小さいな
がらも極めて重要な役割を果たすすべての私
たちの過去・現在・未来の同僚たちの存在は
不可欠です。私たちはこの大和ファミリーの
一員であることを非常に誇りに思っています。
1900年の初頭から現在に至るまで、100年
のマイルストーンに到達できたことを誰もが
素晴らしいと考え顧みることでしょう。幅広い
製品群、終わりのない新製品の開発、卓越し
た技術が、過去100年間の継続的な成長と
拡大に貢献してきており、今後も重要となる
でしょう。
次の100年（200周年）へ向けてスタートで
す。YSAから心からのお祝いを申し上げます。
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EXHIBITION
REPORT

シーフードショー大阪
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、出展社は全員マスク
着用、入口にも消毒用アルコール液を配備しての開催でした。
全国的にブランド価値の高い明石鯛を用意し、
フィッシュアナ
ライザ™の実演を行ったところ、多くの水産関係者からご好評
を頂きました。

2019.12

2019.11

関西物流展
物流関係のお客様向けに簡易走行型トラックスケールを展
示しました。使用イメージとして模型を動かし、無停止で重
量や軸重をはかれることをご覧いただきました。

HOSPEX Japan／
アグロ・イノベーション
体 組 成 計ボディプランナー ™
を展示し、筋肉や脂肪など体の
バ ランス が わ か る 計 測 体 験
コーナーを実施しました。
同 時 開 催 のアグ ロ・イノベー
ションでは、ホリアキ株式会社
様のブースにてTSDW-205W
の実演展示を行いました。

S

その他詳細は決まり次第お知らせいたします

SCHEDULE 2020

海 外

8.26-28
ベトナム ホーチミン
Vietﬁsh

10.5-9
ロシア モスクワ
AGROPRODMASH

報は
最新情 から
ら
こち

10.6-8
アメリカ ローズモント
International Powder ＆
Bulk Solids Conference

11.8-11
アメリカ シカゴ
Pack Expo in
Chicago

10.7-10
インドネシア
All Pack

11.25-27
中国 上海
Propak China

12.2-4
アメリカ ラスベガス
MJBizCon

1.27-29
フィリピン
ProPak
Philippines

10.20-23
タイ バンコク
Propak Asia

11.26-28
インド ムンバイ
PackEx India

12.17-20
台湾 台北
Taipei Pack

1.27-30
タイ バンコク
Food Pack Asia

9.9-11
ベトナム ホーチミン
Propack
Vietnam
9.29-10.1
フランス ナント
CFIA

国 内

9.30-10.2
ジャパン・インター
ナショナル・シーフード
ショー（東京）

11.11-13
HOSPEX Japan
（東京）

1.27-29
健康博覧会
（東京）

2.25-3.3
ドイツ
デュッセルドルフ
interpack

5.19-21
西日本食品
産業創造展
（福岡）

2.17-19
INTERMEASURE
（東京）

11.25-27
インターフェックス
ジャパン
（千葉）
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PRODUCTS LINE UP

!
New

横型データウェイ™シリーズ
多品種ミックス計量対応の、高性能組合せはかりです。
設置スペースを考慮し、
横型ボディを採用しました。
独自の計量技術により、
壊れやすい計量物を
「やさしく」高速・高精度で計量します。
イージーメンテナンスによる「ダウンタイム削減」と
「歩留り向上」により、
お客様の利益に貢献します。

モーメントリミッター
過負荷防止装置 ML-20シリーズ

UP G R

AD E

土木建設作業や港湾などの荷役作業で使用される、クレーンの過荷重や
転倒を防ぐための装置です。
吊り荷の荷重やクレーンに働くモーメントを演算し、モーメントが許容値
を超えると警報を発信します。
クレーンや人を守り、作業の安全を確保します。

P

PICK UP CONTENTS

納入事例
お客様／納入先

ヤマト運輸株式会社 様

機械式上皿はかり
「みどりのはかり」

「みどりのはかり」
の愛称で親しまれている弊社の機械式上皿はかりですが、
ヤマト運輸株式会社様向けの特別仕様品を30年近く製造しています。
通常品との違いは、色分けによって目盛りを読み取らなくても配送価格帯
が一目で分かる、オリジナルの目盛板です。
このはかりは、ヤマト運輸様の営業所や全国のコンビニで宅配便受付時の
重量計量に使用されており、
ここ数年激増している外国人スタッフでも説明書
なしですぐ使いこなすことができます。
機械式の上皿はかりはとても頑丈な作りをしており、電池も不要なので、
いつでもどこでも使えることが大きなメリットです。
日本の物流システムを支える一部として、長きにわたりご愛顧いただいて
おります。

N

2019.9

九州営業所が移転しました

NEWS

所属人数の増加に伴い、事務所の拡張とデモ機の展示スペー
ス確保を目的に、都市開発が進む六本松に移転しました。
新住所
〒810-0044
福岡市中央区六本松二丁目12番25号 ベルヴィ六本松6階
TEL.092-577-1591

FAX.092-577-1595

2019.12

北関東オフィスを開設しました
関東地区のお客様に、更に地域に密着した営業とメンテサービ
スをご提供するため、関東地区3ヶ所目の営業拠点を開設しま
した。
展示ルームも新設し、器物の実演やサンプルテストが行えます。
新住所
〒350-0822
埼玉県川越市大字山田1888番地1
TEL.049-215-3122

2020.8

FAX.049-215-3124

完成予定

本社展示ルームを改装します
本社にお越しいただいたお客様に公開している展示ルームをリ
ニューアルいたします。
追加コンテンツとして、川西家の経営者達の紹介や、世界的工
業デザイナーのG・ジウジアーロがデザインしたはかりの展示
など、盛りだくさんの内容をご用意しています。工事完了後、改
めてご紹介させていただきます。

M
MEDIA

魚の脂肪率や品質を測定する装置、
「フィッシュアナライザ™」が各種媒体に登場しました。
マルハニチロ株式会社様

企業CM
「つづく、幸。
バリューチェーン」
編

兵庫県広報紙

「県民だよりひょうご」
2019年12月号

Oﬃcial Blog へはこちらから！

yamato-scale.blog.jp
SNSも更新中!!

〜 大和製衡 公式ブログ 〜
大和製衡では、週に１度のペースで公式ブログを更新しています。
内容は製品のことから展示会情報、社員インタビューなどさまざま。
あらゆる角度から

の魅力をお伝えしています。

2020.06.29

川西副社長が
兵庫県計量功労者表彰を受賞しました！

ここでは、
ブログ上から3つの記事をピックアップして簡単にご紹介し
ます。
パンフレットやHPでは知りえない情報が盛りだくさんなので、続きが
気になる方は是非ブログをチェックしてみてくださいね！
また、SNSも随時更新しているので、
フォローをよろしくお願いします。

永年にわたり計量業務に従事し計量技術の向上に努めたとし
て、
川西副社長が兵庫県計量功労者表彰を受賞しました。
2020.02.19

はかる仕事のプロ！計量士とは

今後もより一層、
計量技術の向上と適正計量の推進に貢献でき
るよう、
尽力してまいります。

2020.01.27

【豆知識】計量法改正による
検定の新制度をわかりやすく解説！

取得すると一生使える国家資格。
その内のひとつに
「計量士」
とい
う資格があることをご存知でしょうか。
工場だけでなく、
百貨店やスーパーなど、
あらゆる場所で正確な
計量を管理する専門家です。

計量法施行令が改正され、
平成29年10月より施行となり、
「特
定計量器」
に
「自動はかり」
が追加されました。
自動はかりが対象となる検定制度について解説しています。
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