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濃い～ところ
TDグループのお仕事、製品について

詳しくご紹介します

制御盤製作・電気・ソフトウェア開発・

電気工事施工・機械設計・機械装置

製作・部品販売を行う会社です。

2015年、M&Aによって東洋電装の

子会社となりました。

バロ電機工業では、工場などの生産系設備のための盤製品、また盤

を中心としたライン制御システムを取り扱っています。主に、自動車

部品生産関連の企業を中心としたFA化(工場の機械化 ) に携わって

きました。東洋電装が事業承継してから4年、業務移管した空調

事業のほか、ときに東洋電装とタッグを組みながら、より高いレベル

であらゆる分野の FA化に挑戦していきます。

あらためて知ろう

バロ電機工業

TDグループの 工場のラインそのものを
製造・メンテナンス

バロ電機工業ってどんな仕事をしているの？
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社名のヒミツ
check

FA化が得意です
check02

ロゴのヒミツ
check03

なんて珍しい社名「バロ電機工業」。きっと同名他社は1社もありません。

そんな珍しい「バロ」の名。みなさん由来知ってますか？

社員も知らないかもしれない、ロゴマークの意味。

マークの稲妻のような形は、電気が流れて繋がるイメージ

です。黒く太い直線の表現は、「堅実」と「信頼」を表して

います。横に伸びるラインはお客様との長い付き合いを、

赤色は満足感を意味しています。

Vと Aを
組み合わせた形

Factory Automation（ファクトリー・オートメーション）とは、

工場の生産工程の自動化を図るシステムのことです。FA に

より工場や各工程の無人化、省力化を進めることで、生産性の

向上や品質の均一化を実現します。

そんなFA化のための機械装置の設計、改造、メンテナンスなど

を一貫して行える、“工場のラインそのものを作りかえる技術”

があることがバロ電機の強みです。

温度センサーや感知センサーを提案
生産性10%UPを実現！

田中社長（愛称：まーくん） 制御盤製作風景 3
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「RPA」とはなんぞや
最近社内でよく聞くワード「RPA( アールピーエー )」。RPAを導入して業務改善を…

だからその、「RPA」ってなんですか？
♪RPAこそ時代の最先端　知らねぇとかまじスカタン　RPAで最高の職場環境ねらう虎視眈々（これはRAP）

RPAの意味ってなんぞや.1

RPA(アールピーエー )とは「ロボティック・プロセス・オートメーション」の略で、

直訳すると「ロボットによる業務の自動化」という意味です。

誰でもできるような単純な事務作業を、ロボットを使って自動化し、業務の効率化を図ります。

なにができるの？なんぞや.2

事務的な作業を自動化するといえば、似たようなツールにExcel のマクロ機能があります。

Excelのマクロ機能が自動化できる範囲はExcel やOfficeのドキュメント内だけですが、

RPAの場合は、社内で使っている色々なアプリケーションを含む作業を自動化できます。

例えば、「データ入力→自動計算→PDF化→ファイル名変更→関係者へメール送信」と、ここまでのことが

自動でできるのがRPAです。

なにがいいの？なんぞや.3

・業務効率アップ

ロボットが自動的に作業してくれるので、時間の短縮になります。もちろんミスもなし。

・労働環境の改善

単純作業をロボットに任せて、人間は本来の自分の仕事に集中できます。

単純作業のための時間がなくなり、労働環境の改善につながります。
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あなたの席に行きます

デスクまわり

レポート
意外と奥が深いデスクまわり。

好みや性格、仕事ぶりまで見えてくる?!

東
洋
電
装
桑原  社長

東
洋
電
装
上井  さん

T
D
S
C 野地  さん

東
洋
電
装
野北  さん

東洋電装
の断捨離

王。

デスクは
常にキレ

イ !

ミスチルと共に

桑原社長のデスクは、いつもキレイ。
とにかくモノが置いてない。キレイな
デスクを保つコツは「なんでも捨てる
こと」だそうです。東洋電装のロゴス
テッカーがところどころに貼ってあり、
会社への愛を感じます。釣具屋さんの
カレンダー発見。社長のプライベート
が垣間見える唯一のアイテムです。

TDSC野地さんのデスク。いつでも見える場所に
Mr.Children のポストカードが飾ってあります。
そして撮影した日、特にオーラを放っていたのは、
アパ社長のミネラルウォーター。
誰かの出張土産か？

写真立てには、家族の写真と、前会長と一緒に撮った写真が飾って
あります。他にもいろんな場所に、あの人やこの人の写真が…。
ワンちゃんの編みぐるみは上井さんの手作り。
木原さんのお顔のペンギンと一緒に♪

最近デスクに仲間入り
したエアープランツ
には毎日霧吹きで
お水をあげて
可愛がっています。

キレイなデスクを保つコツは
「なんでも捨てること」です。

大切なみんなの写真がいっぱい♪

Mr.Childrenの大ファンです！

お気に入りアイテムは
エアープランツとハシビロコウさん
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TDニュース

ぷち

システム開発

戸谷 さん
お友達と山口の絶景スポット巡りを
してきました。写真は角島大橋。

海の色がキレイで、
　まさに絶景でした。

東洋電装の働き方改革の取り組みが、広島県が作成した冊子「働き方改革　取組マニュアル・事例集」に掲載されました。
マニュアルのダウンロードはこちらのHPからどうぞ⇒(http://hint-hiroshima.com/keiei/iroha.html)

若宮 さん
生年月日： 5 月27日
血液型：O 型
趣味：サッカー観戦（主にサンフレッチェ）、
ひろしま神楽鑑賞、ゲーム、アニメ、映画
チャームポイント：手足の長さ
マイブーム：V Tuber
メッセージ：早く戦力になれるように頑張ります。

竹重 さん
今度小学校１年生になる息子のランドセルがやっと届きました。
その時おまけで付いてきた収納棚を早速一緒に組み始めたところ、
いつになく真剣な息子の表情。この春が楽しみです。

東洋電装社員の、
GoodなことやNewなことをご紹介します。G o o d & N e w

New face 情報 (in 東洋電装 )

掲載情報
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TDニュース

ぷち

設 計 総務・販促倉田 さん
生年月日： 8 月 20 日
血液型：A 型
趣味：子どもとお出かけ、お菓子作り
チャームポイント：メガネ
マイブーム：カルディのサラダの旨たれ
メッセージ：早く仕事に慣れるように頑張ります。

よろしくお願いします。

小田 さん
生年月日： 3 月28 日
血液型：A 型
趣味：本屋さんで立ち読み
チャームポイント：笑うと八重歯
マイブーム：たまごとじを読む
（これでみなさんの顔や名前など情報を得ています）
メッセージ：全く異なる世界から飛び込んだので、

知らないことだらけですが、一生懸命
勉強しますので、よろしくお願いします。

TD衛星通信システム（通称TDSC）にお邪魔してきました。
この日は定例会議の日。案件の進捗報告や、今後の計画など
真面目なムードで情報共有が行われていました。

大
小
さ
ま
ざ
ま
な

ピ
リ
リ
ッ
定
例
会
議
！ア

ン
テ
ナ
！
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春はメンタルの乱れに要注意今月の
テーマ 春は変化が多い季節。気候だけでなく、引っ越しなど、生活環境が変わる時期でもあります。

いきなりの変化に順応することができず、体と心にストレスを与えてしまい、メンタル面を支える
自律神経も乱れがちになってしまいます。 
自分で気づかないうちに、ストレスをためていませんか？

・物事に集中できない
・ずっと不安な感じがする
・気持ちが張りつめている
・食欲がない/食べ過ぎる
・すぐ疲れる

「起きる時間」「寝る時間」「朝昼夕の食事の時間」に注意！
これらの時間を、毎日なるべく同じ時間になるように心がけましょう。
ただ時間を気にしすぎて、無理をしないように。

・だるさが続く
・何にも興味がわかない
・寝つきが悪い
・今までにないようなミスをする

こんな時は要注意

「ストレスがたまっているのかも…」と思った方は、最近の生活を見直してみましょう。

リズムを整えよう

心のバランスを整えよう

【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

おたより
募集中

1

ビタミンやミネラルが豊富な野菜や果実が不足しないよう心がけましょう。
中でも、旬のものは栄養が豊かで、食べる楽しみもあるのでオススメです！

栄養バランスに気を付けよう2

のんびりとお休みする時間が必要です。
イベントごとが多い季節ですが、プライベートでも忙しくしすぎない方が良いかも。
ドライブしたり、読書をしたり、自分なりのリラックス法で休日を過ごしましょう。

休養をとる3

「春だから」といって無理して薄着で過ごさないで！
寒いときは着る、暑いときは脱ぐ、ができる服装がベストです。
寒さ暑さもストレスの原因になります。

体温調節をしっかり4


