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≪お問い合わせ・ご注文は↓こちら≫

ご意見・ご感想は下記のHPアドレス・メールアドレスまで
　　　　　　　　　　　　ご連絡下さいませ。お待ちしております。

サンコー企画　掲示板

QS Accreditation
JAB認定番号R003

ISO 9001 審査登録
JCQA-1230

２０００年版品質ＩＳＯを取得しました！
この度当社は２月をもちまして品質マネジメントシステムの国際規格「ＩＳＯ9001(2000年版)」
の認証を取得致しました。私共は「より一層の顧客満足を求めるために“より良いものから、
より価値あるもの〝を求め続け、暖かく豊かな社会の実現に貢献する」を方針に活動を進めて
きました。このＩＳＯの取得を基盤に業務活動の基準をさらに向上させ、お客様との信頼関係
の絆をより深め、また共に社会に貢献して行きたいと私共は願い、日々精進する所存でござい
ます。今後共何卒ご指導の程宜しくお願い申し上げます。

クイックシートの会社ですクイックシートの会社ですクイックシートの会社です

サンコークレーム特集

頑張ろうと思います。

西日本サービスセンター統括のお知らせ
この度3月1日を持ちまして、西日本サービスセンターを全国事業部に統括させていただきました。今後に
つきましては営業・全国事業部長 清水和光、及び注文出荷等につきましては従来通り本社業務購買部にて
対応させていただきますので変わらずのお引き立てを賜りますよう、何卒宜しくお願い申し上げます。

総務部経理課配属
　　松本さん

業務購買部配属
　 高森さん



サンたちがサンコーですたちがサンコーですたちがサンコーですたちがサンコーですたちがサンコーですちがサンコーです

製品制作

お客様へ
　製品配送

業務購買部

お客様からの
　　ご注文

ほんの小さなお声でも
私たちはいつも耳を傾けて
いたい…。皆様から頂いたご意見
やご質問に私達社員がお応えしたく
今回はクレームも含めて私達サンコーを
どーんとお見せいたします！またこのニュース
をご覧になってご意見やご質問など頂けたらまた
また有り難いです。皆様あってのサンコー。
　　　　　　　　　　今後も何卒宜しくお願い致します。

ほんの小さなお声でも
私たちはいつも耳を傾けて
いたい…。皆様から頂いたご意見
やご質問に私達社員がお応えしたく
今回はクレームも含めて私達サンコーを
どーんとお見せいたします！またこのニュース
をご覧になってご意見やご質問など頂けたらまた
また有り難いです。皆様あってのサンコー。
　　　　　　　　　　今後も何卒宜しくお願い致します。

生　産　部

工　務　課

会社
訪問

シート
ご案内

業務購買部へ
　　連絡

メール
の注文

ＴＥＬ
の注文

ＦＡＸ
の注文

『注文請書』
に注文内容を
　記入する

 注文内容を
確認し出荷日
 を記入する

 お客様へ
ＦＡＸにて
 返信する

注文内容を生産部へ

注文内容
 の確認

第1チェックチェック

製造開始

第３チェック第３チェック
・枚数
・注文内容
・シートタイプ
・色
が正確かどうか

第２チェック第２チェック
　 製造が
正確に行われ
　ているか

第4チェックチェック
梱包担当者が
製品のチェック
　　を行う

梱包完了後
　 出荷

梱包

製品製造 
  完成

業務購買部
から作業指
示書が届く

注文を
受ける

Question

デザインシートが脱落
するんだけど・・・
以前はシートの一部のみに表
面保護テープを貼り付けてい
ましたが、現在は製品全体に
テープを貼っているので、脱
落するということはほとんど
ないと思われます。ただ、ビ
ーズの量やシート表面のコー
ト仕上げで保護テープが貼り
付かない場合があります。

Question

商品のパンフをデータと
して欲しいんだけど…
商品のパンフをデータと
して欲しいんだけど…

当社のパンフレットはデータ
化してCD-ROMまたはメールに
てお渡ししております。お手
持ちのパソコンに閲覧ソフト
がない場合はデータと一緒に
ソフトも添付致します。ファ
イル形式は以下になります。
・Acrobat形式（PDF）
・Docuworks形式（XDW）

Question

注文してから商品は
どの位で到着するの？
配達日数は地域によって違い
ます。下記を目安に注文して
くださいね。

・本州・四国　→１日
・北海道　　　→２～３日
・九州　　　　→１～２日
・沖縄・離島　→数日
【航空便・船便】

Question

下さい。

Question

商品についての資料が
欲しいんだけど？

当社から提供できる資料は以
下になります。
〇試験成績表（ミルシート）
〇製品安全データシート
〇承認願い
〇レイアウト図（規格品）
〇価格表
〇各商品のカタログ・パンフ

詳細についてはお問い合わせ下さい。

Infomation

ご注文はＦＡＸで…
お電話でも注文を頂いており
ますが、聞き洩れや聞き違い
などによるクレームが発生す
ることもあります。お急ぎで
ない場合はなるべくFAXでご
注文を頂けますと、文書にて
確認出来ますので有り難く思
います。また、当社には専用
の注文用紙がありますので、
ご利用くださいませ。
※三永商事様にご注文頂く場合にも
　専用の注文書があります。

Infomation

当社が利用している
運送会社はこちらです

佐川急便
但し、配達する地域や至急
配達便によってはできるだ
け料金負担の少ない運送会
社を選んでお届けするよう
にしています。

夏季におけるシート施工
のﾜﾝﾎﾟｲﾝﾄｱﾄﾞﾊﾞｲｽ！
夏季におけるシート施工
のﾜﾝﾎﾟｲﾝﾄｱﾄﾞﾊﾞｲｽ！

溶融タイプの場合、AS路面自
体が熱くなっているので、施
工後乾くのに時間がかかるの
が難点。施工後水を撒いたり
するのは勿論ですが、私たち
はその前にビーズをさらに手
撒きして冷却を速めています
。汚れ防止になり、白さも増
すので一石二鳥ですよ！

InfomationInfomation

早く商品が欲しい！
私共もお客様の施工に間に合
うように商品を送付させて頂
いておりますが、至急のご注
文については以下の対応をさ
せて頂いております。

・Ｚ便
・航空便
・営業所止め
・午前10指定配達
※利用するものによってはお客様
　負担となるものもあります。

QuestionQuestion

商品の運送料金は？

・本州・四国　→800円
・北海道　　　→1250円
・九州　　　　→1000円
・沖縄・離島　→実費負担
　　　　(上記は佐川急便の料金です)

料金は上記の通りですが、商
品のロット数や一回の注文で
の合計金額によって運送料は
当社で負担させて頂きます。

箱を開けたらシート
がちぎれてた・・・
配送時に商品が損傷しないよ
うに、私たちは梱包にはこん
な工夫をしています。
①商品と箱の間に詰物をして
隙間を埋める。
②シートなどを重ねると段差
がよく出来やすいので、ダ
ンボールの板を敷いてなる
べく段差をなくす。
③養生保護テープで商品を固
定してズレ防止をする。

Question

文字がバラバラで
位置が分からない…
例えば【小】という文字の場
合、「ノ」「亅」「ヽ」はつ
ながっていません。このよう
な場合、シートの裏に文字の
どの部分に当るか配置を間違
えないようにマジックで記し
ていますので、離れ文字の時
は確認してくださいね。

Question

Sanko Newsに
価格を載せて！！
Sanko Newsに
価格を載せて！！
SankoNewsは様々な情報を提
供する広告媒体で、料金表と
は違う物になりますのであえ
て価格は載せず、お問い合わ
せ頂く様お願いしておりまし
た。とはいえ商品紹介では価
格を知りたいもの。そこで新
商品については「定価」を掲
載していきたいと思っており
ます。販売価格については今
迄同様お問い合わせ下さい。

Question

注文したのに
商品が届かない！
私共営業が外出中にお受けし
た注文、また至急の注文の場
合、すぐ本社へ連絡し受注内
容を記入した【注文請書】を
業務購買部からＦＡＸにて送
信させて頂き、お客様に確認
して頂いております。もし注
文請書がＦＡＸで届かない場
合はすぐご連絡下さい。

Question

地域によってはご利用
できない場合もあります

お客様のご要望に
お応えできる様
私達は頑張ります！

当社のシートがどこで施工されてい
るのか私共も興味深々です。
『こんな変わった施工をしたよ～』
『この素地での施工はどうすればい
い？』
『施工が失敗したけどどうして！？』
など教えて頂ける施工がありました
ら、施工後の写真等と一緒にぜひ
教えて下さい！よろしければ今後
のサンコーニュースでご紹介させて
いただきま～す！今回は当社から 小学校の校庭にゲームシートを施工しました

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シート：貼付タイプ

ご注文
ありがとう
ございます！

①【溶融】適切なあぶり
②プライマーを充分に塗り
　そして完全乾燥させる
③施工面の清掃を
          充分に行う
④【貼付】転圧を充分
                  に行う
　

①ビーズを散布
②ビーズなしを使用
③完全乾燥させる
④【貼付】
   バイブレーター転圧部に
   タオル等を巻きつけ色が
   写らないようにする
⑤【溶融】
   バーナーの炎が赤っぽい
   色〔不完全燃焼〕になら
   ないようにする

①【溶融】適切な加熱
②施工面をあぶって水分を
　完全蒸発させる
③プライマーの塗布量が多
　い場合、完全に乾いてか
　ら
④③と同様完全乾燥
＊ピンホールが出来た場合
　穴を埋めるあぶり方をす
　る方法もある。

①【溶融】適切な火力で
　　　　　　　　　　施工
②【溶融】
   あぶり方の見極め(加熱
   によるシートの煮えたぎ
   った状態を把握すること)

①②④【溶融】あぶり方の
　　　　　　　　　見極め
③【溶融】適切な火力で
　　　　　　　　　　施工

原　因原　因 解決策解決策

よ
ご
れ

①車の通行
②シートとビーズの隙間の
　ゴミの蓄積で汚れる
③施工後の乾燥不足
④【貼付】ｶﾗｰﾃﾞｻﾞｲﾝの場
　       合、転圧時に他
         の色が白に写る
⑤【溶融】ﾊﾞｰﾅｰの酸素量
　        が少なく白が
          黒っぽくなる

クレームクレーム

は
が
れ

①【溶融】あぶりが足りな
　　　　　　　　　かった
②プライマー塗布量不足
③ほこり、ゴミ等の清掃が
　充分でなかった
④【貼付】転圧不足

ピ
ン
ホ
ー
ル

①【溶融】加熱しすぎ
②水分の残留により、ピン
　ホールが大きくなる
　(CON・排水性舗装の場合
　、路面表面は乾燥してい
　ても内部に水分が残留し
　ている)
③プライマーを塗り過ぎる
　とピンホールができる
④プライマーの乾燥不足

あ
ぶ
り
す
ぎ

①【溶融】バーナーの火力
　　　　　が強すぎる
②【溶融】経験不足
 

あ
ぶ
り
不
足

①【溶融】あぶりが
　　　　　　　　足りない
②【溶融】表面のみの加熱
　        の為、シートが
          はがれてしまう
③【溶融】火力が弱い
④【溶融】経験不足
 

①【貼付】転圧を充分にす
        　る。特に端部を
          転圧
②【貼付】貼付場所を車が
        　すえ切りしない
          場所に施工

①【貼付】転圧不足
②【貼付】タイヤのねじれ

 ね
じ
れ

注：プライマーを塗布する場合、アトが残らない工夫が必要

コンクリート施工で
  よくあるクレーム
コンクリート施工で
  よくあるクレーム

旧設ＣＯＮ

はけびきＣＯＮ

新設ＣＯＮ

金コテＣＯＮ

新設ＣＯＮ 旧設ＣＯＮ

貼
付

溶
融

金コテ

はけびき
金コテ

はけびき

プライマー プライマー適合性 適合性
× ×

× ×

× ×

× ×

○

○

○ ○

○○

○

◎

シ
ー
ト

表面状態

★新設の場合、最低３週間ほど養生してから施工
★新設の場合、レイタンスが出るので金ブラシで
　よく除去してから施工
★コンクリートは液体を吸収しやすいので、ＡＳ
　と比べてプライマーの塗布量は約３倍位必要
　(２度塗りが必要)
★下地処理はシーラーを使用した方がベスト
　(コンクリート内部からの水分上昇を防ぐ)
★施工部分は充分にあぶって水分を除去する
　(表面は水分が除去できたように見えても内部に
　 も残留しているので注意！)
★施工表面の清掃を充分に行い、ゴミ・ほこりを
　除く

ねじれ

はがれ

よごれ

気泡

前回のアンケートでのシート
施工について私達工務課が
アドバイスさせて頂きます。
またその他の情報やご意見が
ありましたらお聞かせ下さい。

施工クレーム特集施工クレーム特集施工クレーム特集 １５M

１
４
M

　いつもご愛顧頂き
誠に有難うございます
　いつもご愛顧頂き
誠に有難うございます

溶融

溶融

溶融

溶融

貼付

溶融

ＬＰガス

ＬＰガス

ＬＰガス

ＬＰガス


