2016年2月10日

February 10, 2016

件名：Rutland，Union及びQCM製品の1ガロン容器の変更

Subject: Change of 1-gallon pail package for Rutland, Union and QCM Product Lines

大切なお客様へ
Dear Valued Customer,
製品が拡
して来たため弊社の製品ラインのより良い管理により、品質問題を軽減するため、
In order to mitigate
the quality issues due to expanding product and better management of our product line,
Rutland
Groupは現在1ガロン容器にて販売しているすべてのRutland,
UnionおよびQCM製品は
Rutland Group is announcing that all Rutland, Union and QCM products currently
sold in 1-gallon pails will be
5リットル容器に移
します。容器はほとんど同じなので、この変更による
moved to a 5-liter pail package.
Our expectation is there should not be any significantきな問題はないと
issues with this change,
思っています。現在の容器と新しい容器の違いを写真で説明します。
as the pails are almost identical. The pictures below show the differences between the current and new pail
packages.
Comparison view of the current 1-gallon and new 5-liter pail
現在の1ガロン容器と新5リットル容器の外観の比較

Fill in height comparison of the current 1-gallon and new 5-liter pail

1ガロン容器と新5リットル容器1杯の量の高さの比較
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写真の説明からお気づきのように、新5リットル容器の1杯の高さは、容器の幅がわずかに広いため
As you will notice from above, the fill height of the new 5-L pail will be lower than the current 1-gallon pail, due
現在の1ガロン容器より低いです。どちらの容器も全く同じ量が入っています。そのため、注文の
to the slighly wider size of the pail. However, both packages have the exact same amount of product, so there
仕方は変更ありません。
will be no changes in how you order these products.
This rolling package change, which follows industry standards, will be implemented in mid-February 2016. As
この定期的な容器変更は、業界基準に従っていますが、2016年2月中旬に実施されます。新5リット
we start to transition into the new 5-L pail, you may receive mixed pail packages – but over time, you will only
ル容器に移行を開始しますので、入荷時に両方の容器が混在するかもしれませんが、徐々に5リット
be getting products in the new 5-L pails.
ル容器に入った製品のみになります。
We appreciate your support of this initiative and thank you for your continued business.

貴社のこの取り組みのサポートに感謝申し上げます。今後ともよろしくお願い申し上げます。
敬具
Best regards,

Ravi Rangarajan
VP Global Marketing
Rutland Group

注意事項：新容器につきまして、VPシリーズ振動式攪拌機にて攪拌する場合、容器が破損すること
がありますので、テープで補強するか、空ポリ容器に入れて二重にして使用していただくよう
お願いいたします。
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