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濃い～ところ
東洋電装のお仕事、製品について

詳しくご紹介します

親心のような愛情で時に厳しく

時に優しく振舞います！

東洋電装社員全員のお母さんの

ような存在「総務・経理チーム」

の濃い～ところをご紹介！

総務チームの仕事は東洋電装社員全員が快適に業務に当たれるような環境

作りや必要な情報の社内共有などを行っています。

働く環境を整える

総務経理チーム

東洋電装の 社員の働く環境のために
時にやさしく時に厳しく

総務のお仕事

・健康診断、予防接種の連絡や手配　・社内の備品の管理

・会議の出席者、場所等のスケジュール調整・出張者の宿泊先手配や飛行機の手配

・運送の手配　・物品のネット注文　・新聞の切り抜き情報の共有　など

経理チームはその名の通りお金が動くところ全般に関わるお仕事をして

います。経理チームでは請求書の仕分けなどの実務部分と、チェック作業を

２人で分担することで２重チェックを行いミスや漏れがないように工夫を

しています。お金に直接関与するチームですのでお取引先様に失礼がない

よう、日々の業務の緊張感は人一倍です。

経理のお仕事

・物品の発注関係 ・お客様への売り上げ請求 ・出張者の旅費精算　など

総務経理チームってどんな仕事をしているの？
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今年度、東洋電装では働き方改革を行っていて各制度や就業規則、会社規定など
を整えている最中です。それは広い意味で総務チームの仕事内容の理念である
「東洋電装の従業員皆が働きやすい環境を整えている」ことにも繋がっています。
東洋電装全員で働きやすい環境をもう少し意識して
いけたら良いな、と思っています。

●総務

●経理

連絡漏れや伝達内容にミスがないように気をつけています。

総務チームは重要な会議のスケジュール調整等を行っているので

スケジュールの把握には特に気をつけています。

お客様に失礼がないよう、細心の注意を払って日々の業務にあたって

います。それでもヒトが行うことなのでミスは発生することもあります。

２重チェックを徹底することでミスをなくせるように日々緊張感を

持って業務にあたっています。

●総務

桑原さんからひとこと

●経理

実は大変だな、と思ったことは一

つもありません。社員全員とコ

ミュニケーションを取れるので楽

しいです。

変に馴れ合いにならないように

社員全員と一線を引くようにして

いるところです。私情で物事を判断

しないように常に中立の立場で

なくてはならないと考えています。

●総務

●経理

社員全員と関われてコミュニケーションが取れる日々の楽しさ

がやりがいです。備品の管理の中で備品が壊れるなどの突発

的な事柄が起こったときに上手く対処出来たら「ヨッ

シャー！」ってなりますし、皆が喜んでくれるところを見る

ととても嬉しいです。

経営的な感覚が身につくのがとてもやりがいです。

一日の業務の〆がその日その日で出来るので毎日「コレを

完結出来た」という達成感を得られるのがやりがいです。

ここを気を付けています01

02

03

check

ここが大変！
check

やりがいを感じる時
check

社員全員が気持ちよく日々の業務

にあたれるような環境を整えて

維持できるように今後もより一層

頑張ります！

総務チームの今後の目標

お金の流れに関するところで事業との連携

をもう少し密にしたいと考えています。

各事業と経理の視点を共有することで、

さらに経営的な感覚を身につけられるよう

になってもらえれば東洋電装がもっと良い

会社になれると思っています。

経理チームの今後の目標

総務経理チームリーダー
桑原健太さん
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広島焼付塗装さん

Partners Report 東洋電装の仕事のお手伝いをしてくださるパートナー企業さんを紹介していきます。

広島焼付塗装さんは、西区観音新町にある塗装会社です。
外壁や看板などのあらゆるものの塗装を行っています。
東洋電装は制御盤や機器の塗装でお世話になっています。

頼実敏夫社長

広島焼付塗装さんは今年で 60 周年を向かえる歴史

のある塗装屋さんです。創業者であり頼実社長の

おじいさまである頼実秀蔵氏の「モノには必ず塗装が

必要である」という考えのもと、常に時代にあった

塗装を提案し続けています。

広島焼付塗装さんは、ビルや住宅の外壁、サッシ、

手すり、看板など、自動車以外のあらゆるものの

塗装が可能です。納入先も幅広く、新幹線のホーム

の手すりや、ドラッグストアや家電量販店の店名看板

など、身近なところで焼付塗装さんのお仕事を見る

ことができます。普段あまり意識して見ないですが、

身の回りのあらゆる場所やモノのほとんどに塗装が

施されているんですね。

焼付塗装さんには、東洋電装の制御盤やペルチェ

クーラーの塗装、また補修などをお願いしています。

屋内で使う制御盤は光の反射を防ぐために、光沢を

抑えた「半ツヤ」の塗装で仕上げますが、焼付塗装

さんは、この「半ツヤ」仕上げの補修を得意としており、

県内でも「半ツヤ」の補修ができる業者は少ないそう

です。

焼付塗装さんと東洋電装は、初代 ERICE( 非常電話 )

の開発の頃からの付き合いです。ERICE の外装に

関しては熱に強い遮熱塗料を使用するなど、現在の

製品になるまでにも、沢山ご協力いただいています。

焼付塗装さんの目標は、困ったに応えられる塗装屋

さん。塗装について、相談すれば何でも解決できる

塗装屋であり続けるために、これからも技術力に磨き

をかけていきます。

モノには必ず塗装が必要である
あらゆるものの塗装ができます！

東洋電装との関係
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I SO講座 第 4 回

ではまた次回

お会いしましょう

越智先生がやさしく解説。

こんにちは。

ISO 事務局です。

ISO コラムの 4回目です。

今回は少しみなさんに考えて頂く内容かもしれません。

ISO を取得する意味って何でしょうね。

意味＝目的ですね。

細かくするとたくさん挙がりますので、わかり易いものを記載

します。

一つ、取引先に要求された取引条件に対応するため ( 例：仕様書

に記載 )

一つ、国際的な認証を取得する

一つ、第三者審査による信頼 ( 例：信用 )

表面には対外的な意味が強いですね。

内面はというと、

一つ、仕組みを構築して業務効率化

一つ、責任や権限を明確化

一つ、効率化 /明確化による改善サイクルの構築

とは言うものの前者のイメージが強すぎて形骸化しているのも

また事実です。

ISO の認証を取得するためだけ、審査の前後の期間のみ ISO の

資料作成・対応をすることになってしまっています。とても大変。

ISO事務局としては、後者を目的にして、前者がついてくることの

方が理想と思っています。

今一度、ISO の目的について自問自答して頂ければと思います。

I SOを取得する意味

にゃん田介護の製品からは、「みまもりシートセンサー

ふむくる」のほか、大きいサイズの「シートセンサー

ふむくるL」、開発中の「ふむくるワイド」の試作品など

のふむくる関連製品を出展しました。

ふむくるは製品の「薄さ」と「コードレス」が特徴で

展示品を実際に手に取られた方々からは大変共感を

頂けました。デモ機貸し出しのご依頼もたくさん頂き、

ふむくると東洋電装にゃん田介護を知って頂く大変

良い機会となりました。

ふむくるファミリーを紹介

ご来場ありがとうございました

10/18～20の3日間、インテックス大阪

にて「CareTEX関西2017」が開催され

ました。「CareTEX 関西 2017」は介護

用品、高齢者施設向け設備・サービス

に特化した専門展です。介護用品展／

介護施設産業展／介護施設ソリュー

ション展の３展で構成されています。

東洋電装にゃん田介護事業ブースに

も多くの方々にお越し頂き、ふむくる

のご紹介をさせて頂きました。

展示会レポート

CareTex 関西 2017

in インテックス大阪

10/18(水 ) ～ 10/20(金 )

にゃん田介護マークが目立っています！

あらい
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東洋電装ニュース
ぷち

G o o d & N e w

松島家、由奈ちゃん誕生

とまらない！東洋電装のベビーラッシュ
「働き方改革」ページが OPEN

10月2日、検査チームの松島さんの赤ちゃんが
誕生しました。お名前は「由奈（ゆうな）」ちゃん。
おめでとうございます！

当社のコーポレートサイト内に、「働き方改革」のページが
OPEN しました。
「働き方改革」での具体的な目標や取組内容、全体のスケ
ジュールなどを公開しています。改めて、「働き方改革」の
目的や、目標数値をチェックしてみてください。自分自身や
チームの働き方について考えてみましょう。

まだまだ止まらない東洋電装のベビーラッシュ。
同級生ベイビーがいったい何人になるんでしょう？
来月号も再来月号もお楽しみに♪

東洋電装社員の、
Good なことや New なことをご紹介します。

鈴木正則さん
毎日が覚えることがいっぱいあり充実しており
ます。また、現地に試験調整にいかしてもらい
新しい現場を見させてもらい新鮮でした。
一回、帰省させてもらい愛犬のかりん（名前）
に逢えて癒されてました。

森原準貴さん
最近、寒くなってきたのでストーブを導入！
ファンヒーターではなく、昔ながらのタイプなので部屋を
暗くするとストーブの明るさですごく癒されます。
ストーブの上で焼くお餅は、砂糖醤油を付け海苔でまくと
かなり最高です！
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インフラネットワーク事業、フィールド技術チーム

の合原です。

東洋電装に入社してまだ 1 年とちょっとですが、

携わる仕事は既存技術を含め、いつも新しい事も

取り入れていかなければならない事ばかり、と思っ

ております。

この「コラム」を「うまい」こと「書く」準備も

出来ていなかったため、主に携わる分野でその一部

を紹介（感想）したいと思います。

フィールドワーク（現場作業など）については、知識を

活かし経験を積んで、それをまた次に活かす・・、

次に同じような案件があればそれをクローズする

速度や解決までのスピードが増し、自身も楽になる

ため良いこと尽くめです。

　※ただし楽が出来ない時の辛さもある

ネットワークの分野については、基本的な知識が

ないとまず、「お話」にもならないと分かりました。

今も最初もネットワークについては初歩から学び、

必要最低限の知識で戦って（仕事）いると思い、

何がどこまで必要なのかも分かりませんでした。

正直なところまず知識を身につけない限り、何一つ

できない分野です。

　※勉強、まだ、絶対

無線関係については、知識からも、経験からでも、

ある程度行けます。※たぶん

が！、電波が目に見えない為に、結果に満足でき

なかったり、ステップを間違えると際限なく時間を

消費してしまうか、ベストで終えれない可能性の

ある分野です。

なので、まず知識と経験でゴールラインを決めて、

達成後、さらに詰めるよう出来ればと思います。

※あくまで経験則、全然違うときもあり・・・だっ

て電波見えんもん・・。

他に色々とありますが、「理解しなければ出来ない」

「経験しなければ分からない」こともあり、さらに、

「知ろうとする努力」「こなし終える気持ち」※向上

心？やるき？ がいつも無ければ普段のこともまま

ならず、いつまでたっても楽が（効率よく）出来

ないと感じております。

自身の忙しさにかまけ「気づけば 井の中の蛙大海

を知らず 状態」になりたくない焦りと同時に、

分野違えど助け合う仲間がいつも大勢いることに、

これを書きながら感謝しております。

センスよく、まだまだがんばらなきゃいかん。

次は、面白い話、上原さんお願いしまーす。

僕の仕事について

合原勇一さん

上原洋二さん

▲「貴重な経験だけど実は結構辛かった時１コマ」

につき！
本日定時退社

明洞にて、インフラ事業の懇親会が行われました。

10 月 20 日 ( 金 )

折出さん・上土井さん・藤田さん・上原さん・合原さん・森さん・
豊田さん・石田さん・光嶋さん・鈴木さん・森原さん
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仕事の集中力と効率があがる脳の活性法今月の
テーマ

【応募方法】
------------------------------------------------
●氏名●掲載用ペンネーム●住所●電話番号●投稿内容
を記入して社員へ手渡し、または E メール、郵便、FAX にてお送りください。
------------------------------------------------
※掲載にあたり、文章に手を加えさせていただく場合がございます。
※二重投稿はご遠慮ください。
※掲載された方には薄謝をお送りしますので、住所・氏名・電話番号は正確にお書きください。
※ご記入いただいたあなたの個人情報は、この企画の目的以外には使用いたしません。

【Eメール】
info-hp@t-denso.com
【郵便】
〒731-0103
広島市安佐南区緑井4丁目22-25  広報担当
【FAX】
082-831-2588

みなさまからのおたよりを募集しています！
たまごとじを読んだ感想や、東洋電装への素朴な疑問、
頑張ってる社員へのメッセージなど、みなさまのご意見
をお聞かせください。

応募〆切
11/24必着

冬
おなじみのおえかきコンテストです！
入賞者には豪華プレゼントをご用意します。
ふるってご応募ください！

脳を効率的に働かせるポイントは上手に休ませてあげる事
集中力をコントロールして、効率よく仕事をして、無駄な残業を減らしましょう！

１．集中力を保ち、効率よく作業できるのは 1 時間まで

２．別の作業をすると脳がリセットされる

３．ストレスをためると、脳の働きが悪くなる

４．「目標」があると脳は頑張れる

５．炭水化物は脳の効率アップ食材

脳の5つの特徴

１．午前中：仕事開始は「すぐできる」作業から

２．ランチ前 30 分：苦手な仕事を片付ける

３．午後：打ち合わせや会議でアイデア出し

４．チョコレートで脳に栄養補給

５．夕方：１時間刻みでデスクワークや作業に集中

６．退社前：片付けをして翌日の予定を立てる

脳が活性化する仕事のポイント


