ダダ ンン ロロ ッッ ププ とと いい うう とと イイ ギギ リリ スス をを 発発 祥祥 とと すす るる

リトレッド工場とは

はは 、、 使使 いい 古古 ささ れれ たた タタ イイ ヤヤ をを ①① 洗洗 浄浄 、、 ②② 目目 視視 ・・

ュュ アア 方方 式式 がが 多多 くく 採採 用用 ささ れれ てて いい るる 。。 ここ のの 方方 式式

取材を終えて

今回協力いただいた次長の谷 政宏さん

若者へ向けて一言

今の若者だから駄目だということはなく、自分の

工場独特の作業風景は、自分はあまり触れる機会

がないのでとても新鮮で、特に、

上にある⑥加硫の写真にあるよう

に、タイヤをはめ込み、スイッチ

を押すと、自動的にタイヤが搬送

され、その上にある装置がタイヤ

を包み込むように圧縮し、加硫後

に湯気をまとって出てくるタイヤ

の姿は、機械好きにはたまらない

好奇心をくすぐられるものでした。

見てあげることが大事であると語る谷さん。

株式会社ダンロップ
リトレッドサービス
北海道工場

タタ イイ ヤヤ ブブ ララ ンン ドド でで ああ りり 、、 現現 在在 はは そそ のの 商商 標標 所所 有有

触触 診診 確確 認認 、、③③ 一一 定定 まま でで 削削 りり 、、④④ ゴゴ ムム 糊糊 をを 塗塗 布布 、、

っっ てて いい るる 。。

１１ ２２ ５５ 本本 もも のの タタ イイ ヤヤ のの リリ トト レレ ッッ ドド をを おお ここ なな

まま たた 、、 ここ ここ のの 工工 場場 でで はは 年年 間間 ３３ 万万 本本 、、日日 にに 約約

トト レレ ッッ ドド ささ れれ るる ここ とと はは なな いい よよ うう だだ 。。

ササ イイ ズズ やや 種種 類類 がが 多多 いい 乗乗 用用 車車 用用 のの タタ イイ ヤヤ はは リリ

やや トト ララ ッッ クク なな どど のの 業業 務務 用用 車車 輌輌 タタ イイ ヤヤ がが 多多 くく 、、

基基 本本 的的 にに リリ トト レレ ッッ ドド をを 行行 うう タタ イイ ヤヤ はは ババ スス

権権 をを 住住 友友 ゴゴ ムム 工工 業業 がが 保保 有有 しし てて いい るる 。。 そそ のの 工工 場場

ろろ うう 。。 簡簡 単単 にに いい ええ ばば タタ イイ ヤヤ のの 再再 利利 用用 でで ああ るる 。。

リリ トト レレ ッッ ドド とと いい っっ てて もも 分分 らら なな いい 人人 もも 多多 いい だだ

場場 でで ああ るる 。。

るる 工工 場場 はは タタ イイ ヤヤ のの リリ トト レレ ッッ ドド をを 行行 っっ てて いい るる 工工

⑤⑤ ゴゴ ムム のの 巻巻 きき 付付 けけ 、、 ⑥⑥ 加加 硫硫 （（ 溝溝 付付 けけ ）） とと いい っっ

TEL(011)383‐3235

とと いい うう ここ とと でで タタ イイ ヤヤ をを 一一 かか らら 製製 造造 しし てて いい るる 工工

〒067－0051 北海道江別市工栄町 13‐2

場場 をを 想想 像像 すす るる 人人 もも 多多 いい だだ ろろ うう がが 、、 今今 回回 紹紹 介介 すす

(株)ダンロップリトレッドサービス北海道工場

↑傷や不純物を削る工程

リリ トト レレ ッッ ドド 方方 式式 にに はは 二二 つつ のの 方方 式式 種種 類類 がが ああ るる
がが 、、 日日 本本 でで はは 、、 トト レレ ッッ ドド のの 端端 かか らら 端端 まま でで しし っっ
かか りり 張張 付付 けけ らら れれ るる とと いい うう 理理 由由 かか らら モモ ーー ルル ドド キキ

↑⑥加硫（溝付け）行程

更生タイヤ製造業

たた 工工 程程 にに なな るる 。。

↑③古いタイヤを一定まで削る工程

企業情報

↑①洗浄工程

工場の若い子は熱心に仕事に取り組んでくれている

ので、若者と一括りにするのではなく、個人個人を

