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ま　ん　で　が　ん　讃　岐

新しい仲間が増えました！
料理研究アドバイザー 西内三悟
㈱豊榮物流
㈲シマダ
㈱フソウ四国本店
㈲浜口石材商会
興栄開発㈱
旬彩料理　高や
㈱岩本ガラス
四国防水工業㈱
㈲高野工業
㈱常栄シーリング
㈱川上板金工業所善通寺工場
㈱吉風
㈱中讃リアルティ
㈱讃洋ビルサービス
㈱香川銀行丸亀支店

2020/2/1～2020/4/30
香川県丸亀市倫理法人会

㈱マツシタ
日本メディアシステム㈱
結びとまんぷくご飯
㈱REVIVAL
㈲生島興業
㈲タカミ
㈱植原建設
㈲アートプランニング
KEiROW高松瓦町ステーション

香川県高松市倫理法人会

ホテルマリンパレスさぬき
Nambaホールディングス㈱
㈲雄興業
㈱吉村建設
川添金物㈱

香川県高松東倫理法人会

㈱富商

香川県三豊倫理法人会

ひこばえ鉄工所
㈲レディースファッションミミ
㈱カワニシ営業本部

香川県東かがわ市倫理法人会

香川県坂出市倫理法人会

㈱SHOOTING STAR NISHIO
㈲四国シール
㈱フケプロダクト
隆松工業㈲
㈱ファイブアローズ

香川県高松南倫理法人会

雉鳥千鶴
おばあちゃん家
㈱ママズ
やまぐち治療院
明治安田生命
㈱アレクソン
㈲勝賀鉄工所
㈲山下工務店
プランニングusa
サンフラッシュ㈲
一社）又信
鎌長製衡㈱
雅代ん家
アセットアシスタント
太田電気
谷口建設興業㈱

香川県高松三木倫理法人会

Salon Bell Fleurs
ヘルシーハウスサラン

香川県善通寺琴平倫理法人会

㈱香川銀行琴平支店
高橋佳代子
ひらけごま
協同組合ビジネスネットワーク
木のおもちゃLittle Me
㈱KRC香川支社
畳の大阪屋 中井工業社
㈱カ―サネット
大西智晴設計事務所
新延土木
讃岐葬祭㈱
㈱イマダ
㈲アイティフード
㈱glow
㈱アストラスト
㈱菅原建設
旭工業㈱
東京海上日動火災保険㈱
ズーダプロダクション

香川県さぬき市倫理法人会

オールウェントウェル㈱
㈱BODY SHOP Color Stage
ENGAGEMENT㈱ 
 ㈱岡田鉄工
㈱サンシュウ
自由民主党香川県第二選挙区支部
ひらい製作所
サヌキボデー
池田理容不動産㈲

Member exchangeMember exchange 会 員 交 流
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香川県倫理法人会

企業に倫理を!　職場に心を!　家庭に愛を!

↑総評　松本光司 中国・四国方面長↑目標会員社数達成表彰

↑取り組み経過報告

↑挨拶　松熊秀樹 会長

↑閉会の言葉　平賀伸明 幹事長

↑乾杯　二川正志 法人アドバイザー

↑中締め　中野 貫 相談役 ↑閉会の言葉　辻佳宏 事務長

↑挨拶　徳永孝明 法人アドバイザー

　令和2年2月20日、令和2年度目標達成式典がオークラ
ホテル丸亀にて開催されました。
　松熊秀樹県会長からのご挨拶では、普及活動にご尽力
いただいた会員各位に対し、厚い感謝が述べられました。
その後、川西弘城県普及拡大委員長より普及活動の経
緯、年度末目標を8社上回る1,437社にて見事に達成した
旨の報告がなされました。併せて、単会目標を達成された9
つの単会の表彰も行われました。各単会会長からの経過
報告では、厳しい道のりや体験談が赤裸々に語られまし
た。
　香川県は今年度、松熊県会長による「年度前半で拡充
の『拡』となる普及活動に重点を置き、2月には年度目標を
達成する」という前例のない方針の下、普及活動がスター
トしました。
　一時は県全体で1,300社を下回るという苦しい状況に
ありましたが、各単会に未会員・新入会員の方々のお世話
役となる「コンシェルジュ」の設置等の工夫もさることなが

ら、全ての委員会が「純粋倫理」の魅力を伝え、普及に繋がる活動に邁進していただきました。
また、今期は地区制が導入され、中・西讃地区では川上正城地区長と草薙順彦副地区長が、
東讃地区では内海信一地区長と米田均副地区長が、県と各単会との「橋渡し役」としてきめ細

かに活動をフォローされ、令和2年
の年明け以降は「上下一心」に拍
車をかけ活動に弾みがつき、見事
に目標を達成する事ができました。
　式典後の懇親会は大変に盛況
で、目標達成を祝して親睦を深め
つつも、新入会員・入会歴の浅い
方々へ「純粋倫理」を正しく理解し
ていただくための研修会開催等、
年度後半の『充』に向けた活動に
ついても会員相互で活発な意見が
交わされました。

【日時】　令和2年2月20日（木）
【会場】　オークラホテル丸亀
【参加】　式典79名　懇親会74名

令和2年度 目標達成式典 香川県倫理法人会懇親会
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後継者倫理塾倫理塾体験報告

企業に倫理を!　職場に心を!　家庭に愛を!

Activity reportActivity report 委 員 会 活 動

　今現在のコロナウイルスによる状況に対してある
意味ラッキーだと考えられるようになったのは倫理
塾に入った影響が大きいと思います。今まで目を向
けられなかったことに対しての作業が出来、将来的
により良く働く時間を作ることが出来ています。自
分が一番不安に思うことは打つ手がなくなった時で
現時点ではまだ実践できることがあり、この状況も
受け入れることが出来ているので、今自分たちにで
きることをしっかりと考えていきます。

𠮷岡拓也 塾生
　親の足洗いを通して、横のつながりと縦のつなが
りが相互に作用しているということに気づきました。
周りの人に対する自分の行動がその子供に返り、そ
の子供も同じ様に周りに返すことが出来ているとい
うことが今までの自分自身の人生を振り返ってみて
強く感じることが出来ました。また、この倫理塾でも
同様に作用していると思うので、この場で先輩方か
ら学んだことを塾生同士で共有し合いそれを次につ
なげていきたいです。

　令和元年記念すべき年に、後継者倫理塾に入塾
して6ヶ月が過ぎました。約半年間の研修の中で、自
分が一番体験して良かった事は富士研修です。
 何が良かったか結論から言うと、自分と向き合う事
ができました。研修中に自照静坐があり、富士山が
近くに見える神聖な場所で目を閉じると、不思議な
感覚と共に相手がでてきて対話をする事ができまし
た。
　その相手というのは元奥様です。数年前に別れて
以来、子供の事で幾度となく喧嘩をしていました。

堀川一哉 塾生
 　今回対話をして何を話したのか記憶にないので
すが、自分の中で何かが外れ自然と涙がこぼれてい
ました。この時学んだ事は受け入れる事です。
　自照静坐で受け入れる事ができたので、後の講話
で初めて他人に自分の過去(離婚)を打ち明けまし
た。研修後、仕事もプライベートも考え方が大きく変
化し、全ての事に対して受け入れる事が出来るよう
になり意味がありました。今後の人生も受け入れな
がら成長し、倫理と共に幸せな人生をつかんでいき
ます。

　10/19に入塾して半年が経過しました。後継者と
いう同じ立場の仲間10人と衣食住を共にしながら、
礒村塾長の下、倫理経営を学んでいます。覚えるだ
けの学びから一歩進み、体験する学びを通してリー
ダーとしての在り方・心構えを自分なりに模索してい
るところです。第二回の研修で靴磨きをする研修が
ありました。革靴の歴史、磨き方、各過程の意義など
を学んだうえで磨いていくと、靴への感謝が溢れる
とともに、何故モノを大事にしなければならないか

筬島秀幸 塾生
も朧げながら感じ取れた気がしました。靴は自分の
足元を守り、体全体を支えてくれている。その靴に感
謝し、大切にするのは当たり前のことである。この考
えは、当社を支えてくれている社員の方々に感謝し
大切にする、と当たり前のことに繋がっていると理
解できました。富士研や伊勢修養団に参加し、これ
からという所でコロナ禍が発生しました。この危機
を乗り切る強い意志と施策を得るべく、これからも
励んでいきます。

　この塾に参加した理由を思い出すと、後継者倫
理塾を卒塾している友人が周りから凄いといわれて
いることだ。そんなに凄いのか？と半信半疑でした。
　実際、入塾後今回までのカリキュラムを経験して
みると 、結構しんどい。富士山見ながら正座した
り、夜の川にふんどし姿で浸かったりと。肉体的に
はけっこうきつかったが、同じ緑のジャケットを着た
仲間たちがいる。目標は同じ方向に向かっているは
ずだ。今までの行動を一人でしてみろと言われても、

渡邉規昭 塾生
おそらく無理だろう。私は、絶対にできないだろう。
この仲間たち、県外の同じ塾生たちとだからできた
のかもしれない。肉体的には気合いでなんとかなり
そうだか、問題は内面の部分だろう。少しずつでは
あるが、改善されているはずだ。しかし、新型コロナ
ウイルスが蔓延し、危機的な状態だ。
　卒塾までに、私達が今出来ることは、どれほどあ
るだろうか。思いを１つに頑張って行きたいと考えま
す。

　昨年十月に、後継者倫理塾に入塾して以来、早い
もので七ヵ月が経とうとしています。その間、富士研
や伊勢、県内での月一研修等を経験し、あらためて
基本的な生活習慣や心構えを正す事の大切さを再
確認してきました。頭ではそうしたいと思っても、良
い習慣を身につけるというのは難しく、今は塾生同
士で実践のチェックをしあいながらお互いを高めあ
うという取り組みを行っています。また講座などを通
じて自分を見つめる中で、「いつも一歩遅れる人生

二川晃一 塾生
から、一歩前に出る人生に変わりたい」という本心
がある事に気づきました。研修や課題の中では、自
分から手を挙げる事を求められる場面が多々ありま
す。誰かが考えてくれるのを待つのではなく自らが考
えて行動する。何事もまずは前に出てやってみる。そ
の精神の大切さも身に沁みる毎日です。
　現在、倫理塾も不測の事態の渦中にありますが、
今こそ学びの真価が問われると思って、残りの期間
を全うします。

　倫理塾で私が一番に得たものは「仲間」です。
一緒に過ごした時間の長さは関係無く思いが同じ
方向を向いていれば、チームとして一つになれること
を学びました。お互いが信頼し認め合い、切磋琢磨
する同志ができた感覚を感じています。また家庭や
会社でも同じことかもしれませんが、チームの中に
はそれぞれの役割があり、誰一人として欠かせない
存在であると感じています。
　富士研や伊勢研修ではたくさんの挑戦がありま
した。自照清座や五十鈴川では痛くて思考回路が停

川畑りえ 塾生
止しましたが最後までやり抜けたのは仲間がいてく
れたからです。また、痛みに耐えて学んだことがあり
ます。人生にはこれからもっと辛い事や痛い事が
待っていると思います。でもその時に辛くても事実
だけに囚われず自分の解釈や捉え方、考え方ひとつ
で大きく変わるということです。
　まだまだ完全ではありませんが倫理の心は少しず
つ私の中に貯蓄されています。これからも繋がりを
大切にし、仲間とたくさんのことに挑戦し成長して
いきます。
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普及拡大委員会新入会員オリエンテーション モーニングセミナー委員会第5回 ＷＥＢ版モーニングセミナー

企業に倫理を!　職場に心を!　家庭に愛を!

Activity reportActivity report 委 員 会 活 動

　令和2年3月16日にホテルマリンパレスさぬきにて東讃
地区会員を対象として、翌17日はホテルアネシス瀬戸大橋
にて中・西讃地区会員を対象に、県普及拡大委員会が初
主催となる新入会員オリエンテーションが開催されまし
た。
　新型コロナウイルスの影響により、諸会が中止・延期と
なる状況下でありながらも、令和元年9月以降の入会者と
その紹介者38名が参加、熱心に学んでいただきました。
　このオリエンテーションは、令和2年度後半、拡充の
『充』の活動の皮切りとして行われました。普及事業部中

国・四国方面、松
本光司方面長を
講師に迎え、新た
に倫友となられた
方々に「倫理法人
会」とはどの様な

組織なのか、また「純粋倫理」とは何かといっ
た基本を正しく理解して頂く事を目的に開催されました。
　講義前半では、我々の活動目標が明確に示された「憲章」の内容にはじ
まり、倫理研究所の歴史と成り立ちや組織、倫理法人会の活動内容、財
源と活動費等について細やかに説明していただきました。また後半では、
「純粋倫理」とは何か、一般的な倫理との違い、考え方の特徴、苦難感、実
践・心の在り方の大切さ…と言ったエッセンスが紹介されました。講師か
らは「30年を超える倫理活動を通じても、まだまだ解らない部分が多い」
という言葉をいただき、純粋倫理の奥深さを感じ取る事ができました。
　予定されていた懇親会は残念ながら中止となりましたが、講演後も新入
会員の方々からの質問に役職者が応える場面もあり、新入会員の方々の
みならず、役職者・紹介者にとっても学び多きオリエンテーションとなりま
した。

【日時・会場】
令和2年3月16日（月）ホテルパールガーデン
令和2年3月17日（火）ホテルアネシス瀬戸大橋
【参加】　3月16日…21名 3月17日…17名
【講師】　一社）倫理研究所法人局　普及事業部 次席

中国・四国方面 方面長　   松本　光司

研修委員会万人幸福の栞解説指導者研修

　令和2年度「万人幸福の栞」解説指導者研修の第3回
目が令和2年3月23日（月）20名参加で、マリンパレスさぬ
きに於いて開催されました。川又久萬法人局名誉専任研
究員が講師として、新型コロナウイルスの影響も懸念さ
れましたが、広い会場かつ、懇親会（食事）なしで、実施し
ました。

　欠席の方も少なく、20名の皆様にお
集まりいただき、熱心に研修を受けられ
ました。3回目でもあり、実践練習に即し
た内容で、小倉さん（高松東）黒川さん
（高松南）御両名に約30分解説講話して
いただき、最後に川又先生に総括・講評
をいただきました。次回（4回目）は、この
研修参加者全員が「好きな一条」を選
び、講話できる準備をして臨みます。

【日時】　令和元年3月23日（月）
【会場】　ホテルマリンパレスさぬき
【参加】　20名
【講師】　

【日時】　令和2年5月18日（月）
【会場】　WEB
【参加】　オンライン21名

一般社団法人倫理研究所 法人局
名誉専任研究員　川又　久萬

↑松本光司 方面長

↑松熊秀樹 会長

↑川西弘城 普及拡大委員長

↑川又久萬 名誉専任研究員

↑閉会挨拶　米田均 東讃地区 副地区長↑東原寛二　研修委員長

交通安全ステッカー配布と
車両への貼付のお願い

“ かりんちゃん”について

　　平素は、倫理法人会活動へご理解ご協力をいた
だき、誠にありがとうございます。香川県倫理法人会で
はこの度、会員企業様の交通安全と香川県全体のドラ
イバー様の運転マナー向上を目的とし、マスコットキャ
ラクターを用いた交通安全ステッカーを作成いたしま
した。つきましては、業務用車両等へ貼り付けていただ
き、交通安全祈願と共に、香川県倫理法人会の積極的
なＰＲへもご協力いただけますようここにお願い申し上
げます。なお、ステッカーの追加を希望される企業様は
事務局へお申し出いただければ、無料で追加配布させ
ていただきます。何卒、よろしくお願いいたします。

　キャラクターの体は香川県を象徴するおにぎり山。オ
リーブは香川の県木であり、王冠は勝者を意味するが、
ここではわがままに打ち勝つ“己”を表現している。純情
（すなお）を現す澄んだ目の輝き、常に笑顔を忘れず、プ
ラス思考で元気いっぱいの姿。いつも「万人幸福の栞」
を持ち、背には希望の光を放ち輝いている。

広報委員会香川県倫理法人会交通安全ステッカー配布のお知らせ

　平素は、倫理法人会活動の「看板商品」経営者モーニングセミナーへ
のご尽力を賜りまして厚く御礼申し上げます。さて国難とも呼べる新型コ
ロナウイルス感染症の猛威により香川県下10単会でも4月2日以降モー
ニングセミナーが開催不能となっております。
　県下会員の皆様が毎週心待ちにしている普段の当たり前だった行事
が行えず寂しい気持ちと悔しい感情が交差している次第でございます。
その渦中の中、4月24日より香川県倫理法人会としましては研究所本部
より提供いただいている「WEB講話コンテンツ」の教材を用い「ZOOM

アプリケーション」を活用したWEB版モーニングセミナーを
開催し、たとえ対面にての顔合わせが出来ずともバーチャル
の活用にて普段通りの学びの提供を行ってまいりました。
　お蔭様にて県役員皆様方のご尽力にてスタートしたこの
WEB版も、第5回を迎えるまで成熟してまいりました。この状
況下の中、限られた環境ではありますが元気にハイ！！と喜ん
で学び、この国難でさえも受け入れ、今だからこその足元の
実践に取り組んでまいります。
　どうぞ再び会場にて経営者モーニングセミナーが開催さ
れた折は、明朗の気持ちを忘れずに変わらぬご尽力の程、お
願い申し上げます。
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【日時】　令和2年2月25日（火）
【会場】   JRホテルクレメント高松
【参加】　74社（82名）

高松東倫理法人会

講演:テーマ「大転換 ―いま求められる心の経営―」

事業体験報告:テーマ「願いは叶う！！努力次第で・・・!!」
～事業、家庭の再建and事業継承～

倫理経営講演会令和2年度

加來 恵美子 

一般社団法人倫理研究所　法人局　法人スーパーバイザー
祗王運送株式会社　取締役相談役 伊藤 勇二

　講演会当日に、新型コロナウイルス感染症対策で翌日以降の
モーニングセミナー等が中止となるとの連絡を受け、短時間で関
係各位と連絡、相談を行い開催することを決定、会員の皆様の
安全対策としてマスク、アルコール消毒など出来る限りの準備を
し、無事開催することが出来ました。
　また、役員より参加申込144名全員に電話をかけ事情を説明し
たところ、半数の方が参加、懇親会もほとんどの方にご参加いた
だき、大変有意義な講演会となりました。

　事業体験報告は、倫理との出会いによって人生が好転したお
話が特に女性会員の方々に好評でした。
　講演は、通常なら翌日のモーニングセミナーで講話する内容も
含めた幅広い内容でしたが、要点をまとめてご講話いただき、
日々の実践を分かりやすく説明されました。
参加された皆さんに少しでもこの講演会がお役に立てばと思う
次第です。

一般社団法人倫理研究所　法人レクチャラー　熊本県荒尾市倫理法人会 相談役
有限会社加來建設　代表取締役会長

↑加來恵美子 法人レクチャラー ↑伊藤勇二 法人スーパーバイザー ↑山田祐司 会長

高松市倫理法人会会員紹介 エイシングカンパニ株式会社
〒760-0077　香川県高松市上福岡町2009番地3
TEL：087-833-9418
FAX：087-833-9413

執行役員 本部長

古家 有喜

　「すべてはお客様の『良かった』の為に」を合言
葉に、不動産事業を通して、地域社会の発展と高
い信頼の経営を目指すべき、日々お客さまにお会
いしております。
　「エイシングカンパニ」という社名は、明るく元
気で好奇心満々、人生を積極的に生きる集団
Facing Front 
Companion（前
向きな仲間）とし
て会社を設立致
しました。今年
は設立20周年
の節目の年であ
りますが、これ
までたくさんの
お客様に支えら
れ、人も会社も
共に成長するこ
とができました。

　東京オリンピック延期やコロナウイルスの外的影響で
めまぐるしく変化してゆく不動産市場ですが、その中でお
客様に寄り添い、信頼できるパートナーとして弊社を選ん
でいただけるよう日々精進していきます。
　どんな逆境の中でも「今日は最良の一日、今は無二の
好機」ととらえ、今日もお客様とお会いしていきます。これ
からもどうぞ宜しくお願い致します。

丸亀市倫理法人会会員紹介 家族葬の花水木グループ

　　花水木グループは、徳島・香川に７つの直営ホールを展開していま
す。ご自宅のようにご利用いただけるホールには、お葬式に必要な物は
全てご用意しておりますので家族葬から一般葬まであらゆる葬儀に対
応が可能です。
　また、花水木は事前相談を大切にしています。 葬儀に関する事で、不
安やお悩みの場合は、どうぞお気軽にお問い合わせください。 経験豊富
な葬祭ディレクターが、ご相談を承ります。皆様の最後のお見送り、そし
て葬儀後の事もスタッフ一同心を込めてご奉仕させていただきます。
　そして、先日行われたさぬき映画祭ショートフィルムコンペティション
に病気と闘う家族をテーマにした「きょうだい児」を応募し、3位入賞！
脚本・監督・編集・タレント・ナレーションと弊社で一括して制作できる
体制を整えました。皆さまの思いを形にするお手伝いができる会社であ
りたいと考えております。これからもどうぞよろしくお願いいたします。

　令和元年の忘年会をさざなみ亭で開催しまし
た。さざなみ亭さんは、毎週MS後の朝食会で美
味しい朝食を作ってくれている料亭です。砂川会
長のいつもの"愛"につつまれて、お食事タイムか
ら始まりました。
　その後、会員様のバイオリン・ギター演奏でな
ごみ!!ビンゴ大会で今年の福をもらってハッピー
に!!途中で店主の木村さんもちょっとだけ参加し
てくれました。
　わきあいあいと食べて、飲んで、しゃべって、会
員同士の交流を深める事ができ、みんな大満足
の忘年会でした。

【日時】　令和元年12月6日(金)
【会場】　さざなみ亭
【参加】　36名

さぬき市倫理法人会忘年会

時代のニーズにお応えした家族葬を安心価格でご提供。
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善通寺琴平倫理法人会会員紹介 大師酵素浴（株式会社グッドハンド）
〒765-0021　香川県善通寺市下吉田町586-5
TEL:0877-63-4144

代表取締役

大田 義貴

　四国では最大の米ぬかの酵素浴、整体、カ
フェ、パーソナルトレーニングのサービスを提
供させていただいています。
 　酵素浴とは発酵させた米ぬかの中に体を埋
め、発酵微生物たちのパワーにあずかるという
温浴です。生物の発する熱は温泉など他の温
浴では得られない熱であり、基礎体温や免疫を
上げ体の「治る力」を高めてくれます。
 　整体部では国家資格の療法のみではなくモーションロック、イネイ
ト活性療法、筋膜リリースなど各種の技術を用いて疼痛の緩和や不
調の改善を目指します。

高松南倫理法人会会員紹介 Apport 天使の羽
〒760-0055　香川県高松市観光通2-7-23 プレステ98 301号
 TEL：090-4472-1919
 mail:apport.angel@gmail.com

鴻上 千恵子

高松三木倫理法人会会員紹介 私の家族紹介

代表取締役

カウンセラー

蒲生 宰実

株式会社 UMOGA
〒761-0321　香川県高松市前田西町1080-1
TEL：087-847-7512
FAX：087-847-7994
mail：shop@nobori-noren.com

　高松三木倫理法人会に所属している株式会
社ＵＭＯＧＡの蒲生宰実です。今回は私の家族
を紹介したいと思います。私の家族は妻の知
恵34歳、息子の龍乃助7歳、娘の望乃花4歳、
母の幸代67歳とひとつ屋根の下で住んでおり
ます。今回は息子の龍乃助を紹介します。

　龍乃助は作るのが好きで3歳の時から刀を作っ
ております。今年の2月にも７代目の刀を作りまし
た。流行りの「鬼滅の刃」の炭次郎の刀を似せて
作りたいとの事で100均で道具を揃え一緒に製作
しました。龍乃助に刀の好きな所が気になったの
で質問したら「刀で戦うのがかっこいい事と刀の
刃の部分を作る事が好きだから」と言っておりま
した。これからも家族を大切にし、お互いに支え
合える関係性を築いていきたいと思います。

　シータヒーリングとは、潜在意識にアプローチして、努力し
ても成果の出ない現実を、今世、前世の思考パターンを置き
換えることで現実を変えていきます。
　私は20年ほど、看護師をしておりまして、内科、外科、救
急、カテーテル室など、あらゆる病気を見てまいりました。
　そして、精神と、身体の病気との関係があると感じること

が多く、また科学では説
明できない、スピリチュ
アルな観点で、人間の身
体や病気が出来ている
と、感じるようになりまし
た。
　そしてワンネス(宇宙)
のエネルギーと繋がるこ
とで、お客様のよりよい
未来へ、潜在意識の引き
寄せの法則を用いて、よ
り良い人生になるよう、
サポートしてまいります。

 　カフェの一押しメニューは大師もち麦のおかゆモーニング
です。手作りにこだわった安心・安全のカフェです。パーソナル
トレーニングではクライアント様の「やせたい」、「筋肉をつけ
たい」などの要望に個別に全力で応えています。

↑大師酵素浴 ↑トレーニング

↑米ぬか酵素浴

↑カフェ

高松東倫理法人会会員紹介 USE株式会社

代表取締役

上原 要一

〒761-0705　香川県木田郡三木町井上2407-2
TEL：087-898-4055
FAX：087-898-4145

　弊社は生産工場の自動化、省力化のサポー
トを行っております。人手で行っている作業を、
ロボット、画像処理カメラ等を使い、人手の代
わりになる装置を設計、開発し、従来よりも高
効率、高速化で生産を行い、コストメリットを提
供する仕事です。

　新しい物を生み出す事は易しくはありませんが、スタッフ一同
一丸となって取り組んで、多くのユーザー様に喜んでいただいて
おります。以前は県外、海外のユーザー様が多かったのですが、
現在、地元企業様のお役に立てる様、取り組んでおります。
　これから少子高齢化が進み、働き手の減少で、自動化、省力
化が益々必要になる時代になると思います。そのような中で、弊
社が企業様により良い製造、生産をご提供出来る様に、日々努
力しております。

Member introductionMember introduction 会 員 紹 介


