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The Rental Show 2015 開催       

 

今年も The Rental show（通称:ARA ショー）が米国のニューオーリンズに

て 2 月 23 日～25 日に開催されました。この ARA ショーは The American 

Rental Association（略：ARA，アメリカのレンタル協会）が主催する展示会 

になり、毎年 2 月頃に開催されています。 

酒井重工業は、子会社である SAKAI  AMERICA がブースを出展しており 

今年で 6 年目になります。今年も多くのお客様にご来場頂きました。また、 

ARA ショーにお見えになるお客様は、ARA に所属するレンタル業者様が多 

く出展機種は小型締固め機械がメインとなります。米国の市場は日本の市

場と締固め機械の仕様が異なり、日本では中々見ることが出来ないローラ

を見ることができます。その一部をご紹介致しましょう。 

 

CR271  ： 1.5t クラスの搭乗型タンデム振動ローラ 

     HONDA GX630R のガソリンエンジンを搭載。 

     日本におけるハンドガイドローラのような使用が多く、 

     アメリカでは歩く事が好まれないようです。 

 

SA33L2 ： 1.7t クラスのトレンチローラ 

     起振力 86.6kN (8,831kgf) とダイナミックなパワー。 

     主にトレンチ（配管の溝など）で使用され、赤外線による 

リモコンで遠隔操作が可能。 

 

米国のレンタル業者では、建機の他に工具や農機、パーティーグッズを

取扱いしているのが一般的です。パーティーグッズ？と少し疑問に感じま

すが、食器、移動式 BBQ コンロ（車の牽引式タイプ）、掃除用品からエア

遊具、その他には見ただけでは使用用途がわからないものまで、様々な商

品が出展されており、ホームパーティーの多い米国ならではの光景が広が

っておりました。また、展示会には家族連れも見かけることが多々あり、

家族旅行（サービス）を兼ねて ARA ショーに参加されている人もいらっ

しゃるようです。 

来年の ARA ショーは、レンタル協会発足 60 周年に当たり、2016 年 2 月

21 日～24 日アトランタで開催されます。 

当社は今後もこのような展示会を通じて、世界のお客様に当社製品の良

さを分かって頂く様に活動して参ります。 

 

余談になりますが…。 

ニューオーリンズでは、「オイスター」や「ガンボ」と呼ばれる郷土料理

（米にシーフードや鶏肉のスープをかけたもの）が有名だそうで、両方と

も非常に美味しかったです。機会がありましたら、ぜひお試しください。 
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新製品紹介 ～新型振動タイヤローラ GW751～ 

 

酒井重工業は、このたび、ご好評頂いている振動タイヤローラ GW750-2 をモデルチェンジし、新製品“GW751”

として全国販売致しました。 

新型振動タイヤローラ GW751 は、特定特殊自動車排出ガス等の規制に関する法律（2011 年基準）および道

路運送車両の保安基準（平成 24 年排出ガス規制）に適合しております。歴代振動タイヤローラの機能に加え、

ECO モードを搭載し、オペレータや周辺環境に非常に優しいモデルになりました。また、DPF メーター、アク

セサリソケット、バックブザーオフスイッチを標準装備としています。ECO モードを搭載した新型振動タイヤ

ローラ GW751 は省エネルギー化が求められる現代の時代背景によりマッチします。 

GW750-2 からの踏襲点は、樹脂製散水タンク、3 系統ブレーキシステム、エンジン始動安全装置などで GW751

の向上点を以下に示します。 

1）ECO（エコ）モード搭載により 大で 30％燃費を低減しました。 

日本国内の作業状況を解析し、使用頻度の も高い作業速度 5～6km/h、平地、

往復運転で転圧作業するエンジン回転数をエコモードとして、オペレータに低燃費

作業中であることを計器盤に配置されたエコランプ点灯によりお知らせします。作

業環境に合わせたエコモードの使用により、フルスロットル時と比較して約 30％

の燃費低減が可能になりました。エコモード時は、振幅段を 4 に設定することでフ

ルスロットル時の振幅段 2 相当の起振力となります。作業状況によって使い分けて

ください。 

2）低騒音基準を満足しつつエコモードで更に 8dB の騒音低減を実現 

低騒音型建設機械の指定に関する規定（低騒音基準は 104dB 以下）を満足して

います。更に、上述のエコモード時は低騒音基準より 8dB 低い騒音値を実現しま

した。これにより、夜間工事や住宅地での工事においても周辺環境への騒音の影響

を極力抑えることができます。 

3) バックブザーオフスイッチ、アクセサリソケットの標準装備 

バックブザーオフスイッチの使用により夜間工事や住宅街での工事にて周辺環

境へ騒音の配慮が可能となります。必要に応じて計器盤に配置されたスイッチでオ

ンオフの切り替えを行ってください。アクセサリソケットは 24V120W の出力を可

能とします。 

今後とも、サカイの締固め機械にご期待ください。 

           表：概略仕様 

従来機（GW750-2） 新型機（GW751）

単位 仕様 仕様

質量 運転質量 kg 9,000 9,000

寸法 全長×全幅×全高 mm 4,540×2,200×2,975 4,540×2,200×2,975

振動性能 起振力（1/2/3/4） kN 7.8/24.5/41.9/58.4 7.8/24.5/41.9/58.4

メーカ /形式 -
ISUZU

4JJ1XDIA
KUBOTA

V3800-CR-TI-WDR

定格出力 kW/min-1 92.0/2200 80.8/2400

排ガス規制対応 - オフロード法
2006年規制

オフロード法
2011年規制

燃料タンク L 130 130

散水タンク L 300×2 280×2

その他 ECOモード - 無し 有り

項目

機関

タンク

容量

振動スイッチ 
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カンボジア一人旅 ～平和について～ 

 

前回のレポートでは、カンボジアの道路事情、街中の様子について紹介し

ました。本稿では第三弾として、少々重いタイトルかもしれませんが平和

について述べます。 

 

 子供の笑顔 

カンボジアのアンコール遺跡群を訪れる際、私はバイクタクシーを利用

してあちこち見て回りました。田舎の方へ出かける事もありましたが、そ

の際、小学校の前を通ると、小学生達がこちらに気付き手を振ってきまし

た（写真 1）。カンボジアではこの様に小学生くらいの子供がとてもフレ

ンドリーに手を振ってくれる事が多々あり、とても嬉しくなりました。 

 

地雷と平和 

1970 年から約 30 年に及ぶ内戦中に、紛争 4 派（政府軍、クメール･

ルージュ、シハヌーク派、ソン･サン）によってカンボジアには大量の

地雷が埋設され、世界で も地雷埋設密度の高い国と言われています。

また、現在地雷と同程度の被害を出している不発弾は、米軍によってベ

トナム戦争の際にベトナム領土だけでなくラオス、カンボジアにも大量

に落とされ、現在でも大きな被害を及ぼしています。 

年々処理しているものの、それでも未だ多くの地雷や不発弾が残ってお

り、そのせいで多くの罪の無い人々が手足を失い、時に亡くなったりして

います。滞在中、地雷の影響で義足を使わざるを得なくなった人たちが道

端で楽器を演奏していました（写真 2）。私はその演奏を聞いて、平和に

ついて考えていかなければならないと強く思い、またそのような負の歴史

を忘れてはいけないと感じました。 

 

 後に 

 カンボジア滞在 終日に、プノンバケンという遺跡を訪れアンコールワ

ットを見下ろしました。森林にひっそり佇むアンコールワットは、この先

もカンボジアの人々だけではなく、世界中の人々を魅了していく事でしょ

う。そしてプノンバケンからの夕日（写真 3）のように、人々の心を照ら

していく事でしょう。 

 カンボジアを訪れた事で、人との繋がり、平和について考え、とても良

い経験になりました。 

 

 以上で 3 回に渡って連載したカンボジアについて終わります。 

 

 

 

 

写真 2 道端で演奏をしている人達 

世界平和を願う 

写真 1 こちらに手を振る小学生 

写真 3 プノンバケンからの夕日 
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街道グルメ旅 ～福岡 明太子～ 

 

福岡といえば明太子！県外、他地域の方に聞いても一番有名なのではな

いでしょうか！明太子とは「スケトウダラ」の腹子（卵塊）で、これに唐

辛子を使用し味付けしたものが辛子明太子です。  

＜スケトウダラ＝明太(中国語・ロシア語でミンタイ)→スケトウダラの腹

子＝明太子→明太子の唐辛子漬け＝辛子明太子＞ 

炊き立てのアッツアツの白いご飯に真っ赤な辛子明太子、これだけで茶

碗一杯をペロリなんて人もいるはず！焼いて食べるもよしの「辛子明太子

のあぶり焼き」、辛子明太子に生クリームやチーズを和えて「辛子明太子ス

パゲッティ」、また明太子、バターかマーガリンをマヨネーズと混ぜ合わせ

てフランスパンにペースト状に塗った「明太子フランス」が有名です。さ

らにこんな商品もあります、「明太マヨネーズ」。本来のマヨネーズの使い

方もよし、朝食パン派の人はパンに程よくつけてオーブンへ、こんがり焼

けたらこれまた絶品！！ 

時間と興味のある人は是非、工場見学の出来る明太屋さんへ行かれては

いかがでしょうか。材料から製品になる工程を見るのは大人でも子供でも

わくわくすること間違いなし、真っ赤で化粧箱いっぱいに並んだものを目

の当たりにすると地元にいてもついつい買ってしまいます。おまけに出来

立ての温かいものを試食すると、思わず“あったかいんだから～”

って口ずさみ、ほっぺたが落ちちゃう！ 

もう一つのメリットは端切れ物。作る過程で皮が破れてしまった

「切れ子」、腹子の形をしてなく粒だけの「ばら子」、魚の胆汁で変

色してしまったものなどをわけあり商品として格安で購入すること

ができます。 

数十件の業者をお土産物屋さんや空港、新幹線のホームで目にし

ますが、なんでこんなに数が多くて成り立っているのだろうと思ったことはありませんか？ 実は、それぞれの

会社がちょっと味の違いを出していてリピーターやファンがいるのです。みなさんも今、食べ比べしたくなっ

たのではないでしょうか！今回、写真撮影にご協力いただいたのは、ふくや東京浜松町店（モノレール浜松町

駅降車側ホーム内）です。 

 

サカイニュース 100 号記念プレゼント 

皆様のお陰でサカイニュースも 100 号を迎える事ができました。 

それを記念し、メールマガジンを既にご購読の方と新規ご登録（4 月

の末日まで）頂いた方の中から抽選で 10 名様にローラのミニチュア

（SV520-D－非売品）をプレゼント致します。まだメールマガジンを

ご購読でない方は、是非この機会にご登録ください。プレゼントの当

選につきましては、5 月下旬に厳正なる抽選の上記念品の発送を以っ

て通知に代えさせて頂きます。尚、当選に関するお問合せは受付けて

おりません。メールマガジンへのご登録は、弊社ホームページ、過去

のサカイニュース一覧の一番下にある URL にてお願い致します。 

辛子明太子 

辛子明太子スパゲッティ 

店頭に並ぶ辛子明太子


