年 の 創 業 よ り 艶のレベルアップにつな
礼２６２５︱
無料

前回、同じ会場で開催されたセミナーの様子

建材・エクステリア用石材

石材の販売で 年以上の テムを卸販売する石材業 土場と、リフトでの荷下

建材・エクステリア用 は現在、同社の石材アイ る。商品を置いておける

㈱脇田石材エクステリア部

卸販売店募集中（全国対応）

墓石以外の売り上げを

実績を持つ㈱脇田石材の 者を募集しており、卸販 ろし作業ができる環境が
（※取扱店
脇田純司社長は 年程前 売お試しキャンペーンを あればＯＫ」
から東南アジアや欧米を 実施している。新たな石 登 録 に は 同 社 社 内 規 定
。取り扱い方等のノ
中心に世界各国の石材展 材アイテムの販売による 有）

『ジャパンストーンショー
2017』出店決定

同社は8月23日㈬～25日㈮の三日間、東京
ビッグサイトで開催される『ジャパンストーン
ショー2017』に出展することを決定。同社取扱
の石材アイテムや今回のキャンペーン内容等を
直接聞ける絶好の機会になるだろう。

卸販売一年間のお試し
キャンペーン実施中

お試しキャンペーンで
は、卸販売店が希望する
石材アイテムを１年間、
無料で卸販売店の展示場

ことも大きな特徴だ。

販売価格は卸販売店で設定

ネットで取扱店の紹介も

卸価格は卸販売店自身

卸販売取扱店になるに や土場等に置いてもらう で決めることができるよ

また卸販売店の希望に

は「 石 材 店、 造 園 業 者、 ことができる。売れたら うになっている。

一部です

リア部取扱い商品の

㈱脇田石材エクステ

３６２ ︱０９２２

http://www.wakitasekizai.
com

ＦＡＸ 〃

ＴＥＬ
０７２ ︱３６１ ︱５４４５

８２

大阪府堺市美原区平尾２

リア部

◆㈱脇田石材・エクステ

問い合わせを。

ずは左記までお気軽にお

と。興味のある方は、ま

に紹介してくれるとのこ

あった場合には、優先的

エリアから問い合わせが

ことで、卸販売店の近隣

コンスタントにあるとの

００件程度のアクセスが

ホームページには１日１

ンクも貼れる）
。同社の

有のホームページへのリ

ことも可能（卸販売店所

協力会社として紹介する

フェイスブックに卸販売

か ら し よ う と 思 っ て い １年間売れなかった場合、 リア部のホームページと

している、もしくはこれ で、初回の運送費は無料。 より、脇田石材エクステ

同社エクステリア部で 外構工事業者等に卸販売 報告するというシステム

ばしてきているという。

徴に石材卸業の実績も伸

おり、品揃え＋価格を特

の価格優位性も確保して

ている。独自ルートゆえ

イテムを豊富に取り揃え せてみてはいかがだろう。

とで、多種多様な石材ア この機会に一度問い合わ 心だ。

左記・お申し込みＦＡ ３７２０︱５１６
しくは同社営業担当者 ＦＡＸ
２８８５

で『庵治石を磨く～庵治 加を呼びかけている。
４月 日㈫
〃

ＸシートをＦＡＸ。も ＴＥＬ
０８７ ︱８４５ ︱３７２５ 独自ルートを開拓するこ がってくるものであり、 卸販売するという方も安 ノーリスクで始められる

～』をテーマとするセミ

４月 日㈮

こちらのＦＡＸシート
に必要事項を記入して
お申し込みください

に直接渡して下さい。

会社名

【最終受付】

午後４時～６時

または、営業担当者にお渡しください。

ナーを開催する。
讃岐石材加工協同組合

場所は香川県高松市牟 【場所】

お申込みFAXシート
（FAX）087ｰ845ｰ2885

礼町の讃岐石材加工協同
組合２Ｆ会議室。参加
費は無料。
同セミナーは「産地
と共に」をスローガン
に、これまで石材研磨
の基礎や切削・メンテ

担当部署

ナ ン ス・ ハ ン ド ポ リ

ご氏名

シャーでの研磨加工の

担当部署

実 演 な ど、 石 材 加 工

ご氏名

メーカーや石材店から

担当部署

のリクエストに応える
８回目となる今回の

ご氏名

テーマで開催してきた。
セミナーでは『庵治石
を磨く～庵治石に合わ
せた工具の選定～』を
テーマに、自動研磨機
を使って銘石「庵治石」
細目材を高品質な艶に
仕上げる研磨加工のポ
イント・工具の選定な
どについて解説するこ
三和研磨工業㈱担当

ミカゲ
サビ

チップピュアピンク
コブルライトイエロー
ミカゲ
サビ

♦砂利
ベトナム
♦ピンコロ

ととなっている。
者は「庵治石の艶仕上

携帯TEL

14

ご連絡先
会社TEL

ギリシャグリーン
ブラジルピンク
ブラジルイエロー
マイカゴールド

ベトナム
５面のみ切
石
♦板

乱形石
石
♦板

げの実物も見ていただ
きながら、日頃行なわ
れている研磨加工の見
落としがちなことや、

【最終受付】2017年４月14日㈮

18

石に合わせた工具の選定 【開催日時】

で直接交渉して仕入れる 繋げられるチャンスも広 れるとのことで、初めて れることとなっており、

香川県高松市牟礼町牟礼 示会・産地を訪問。現地 売上づくり、市場開拓に ウハウもサポートしてく 脇田石材が引き取ってく

高松営業所

三和研磨工業㈱・

【問い合わせ先】

高松営業所

香川県高松市牟礼町牟

２Ｆ会議室

参 加者募集中

『庵治石を磨く
～庵治石に合わせた
工具の選定～』
セミナー

昭和
の精度にこだわり続ける いただく良い機会になる

“切る”
“削る”
“ 磨 く ” がるヒントなどを掴んで

皆様のご参加を心よりお

三和研磨工業㈱（竹ノ内 のではないかと思います。【参加費】
壯太郎社長）では４月

40

10

４月18日㈫

日㈫・午後４時～６時ま 待ち申し上げます」と参 【申し込み方法】

18

三和研磨工業㈱
18
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