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東洋電装のことが
もっとよくわかる ! 好きになる！

用語集

んなが口にする「ばん」と
は制御盤のことです。制御
盤とは、
機械や設備を電気制御する
ための機器や部品を入れた箱の
こと。ポンプやモーターなどの機械
を動かしたり、
異常時に機械を守っ
たりする装置です。東洋電装とバロ
電機では、この制御盤を作る仕事
をしています。

み

超基礎編

TD

東洋電装のことを話すときに、
「 TD( ティーディー )」や「東洋」と略して使います。たまごとじでは、
東洋電装とグループ会社のバロ電機工業、TD 衛星通信システムの 3 社をまとめて「TD グループ」と
呼んでいます。ちなみに TD 衛星通信システムのことは略して「TDSC( ティーディーエスシー )」と
いいます。TD は東洋電装。SC は Satellite Communication( 衛星通信 ) という意味なのです。

非常電話
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ジネスシーンで、IoT とか BtoB とか、なにかとアルファベットの略語が現れて混乱しがち。

ビ 「TD」はとっても単純、東洋電装の略です。東洋電装のロゴマークにも使われています。みんな

速道路にある非常電話のこと。全国の高
速道路には色々な非常電話がありますが、
ここでいう非常電話とは、東洋電装のエース製
品である路側情報伝送装置 ERICE( エリス ) の
ことです。高速道路の保守作業に貢献する最新
型次世代非常電話で、国内シェアなんと 60 %
だって知ってました？社内では、略して「非電
( ひでん )」とか製品名の「ERICE」と呼ばれて
います。GW に高速でおでかけの方はぜひ、
東洋電装の非常電話を探してみてね♪

高

盤

衛星

星とは、みなさんご存じ宇宙に浮かんでる人口衛星
のこと。そしてそれを利用したサービス衛星ブロー
ドバンドのことをいいます。TD 衛星通信システムが提供
するサービスです。衛星ブロードバンドは地上回線が利用
できない状況下でも通信が可能になるので、
災害時に役立
つと最近注目されています。

衛

ゃん田（にゃんだ）とは、東洋電装介護事業の介護ブラ
ンド「にゃん田介護」のことです。「お客さまの声に応
えたい」「介護現場の負担を減らしたい」という想いから生ま
れたブランドで、「東洋電装」では介護のイメージじゃないぞ、
ということで「にゃん田介護」という名前になりました。自社
開発製品「ふむくる」の販売と、
「ネットワーク全般おまかせ業」
で全国の介護施設さまのお手伝
いをさせていただいています。
「にゃん田介護」という名前、
はじめはみんな何それ？という
感じでしたが、今ではすっかり
馴染んでいます。

に

展示会

にゃん田

示会だから東京に出張に行く。
なんて東洋電装ではよく聞く話。
噂によると「毎日スーツで立ちっぱなし」
とか「1 週間帰りません」とか。
展示会とは、ユーザーや業者向けに
新製品情報や業界トレンドを発信する
ためのイベントのことで、東京ビッグ
サイトとか幕張メッセなどの広い会場
で行われます。展示会にも色々な種類
がありますが、東洋電装が出展するの
は BtoB 型の展示会です。BtoB とは、
「Business to Business」の略で企業
同士の取引のことをいい、BtoB 型の
展示会のお客さんはほぼビジネスマン
で、商談や情報収集のためにやってき
ます。※4 ページの展示会レポートもチェックしてね

展

なさんご存じ「たまごとじ」は TD グループの社内報の
名前です。この名前には、「色んなお仕事、色んな社員、
たくさんの伝えたいことを、たまごでとじて、食べやすくして
みなさんに提供します」という意味が込められています。初回
は 2015 年の 6 月号でした。もう少しで 50 号を迎えます。
これからもご愛顧のほどよろしくお願いいたします。

み

たまごとじ

朝、朝礼で「24 時間以内に起こった良いこと
や新しいこと」
を発表する、
これが Good&New
です。アメリカで生まれた組織を活性化する方法で、
続けていくことで、みんなの相互理解が深まり、協力
関係が築きやすくなります。はじめは、「良いことな
んてないよ…」と困ってしまうけど、これが物の捉え
方のトレーニングになるんです。Good&New を
続けることで、良いところを探すのが上手になって
いくそうです。みなさんどうですか？
日々過ごしている中で、面白いことや嬉しいことが
あった時「明日の Good&New で言おう」って考え
ちゃうのは、東洋電装あるあるです。

毎

Good&New
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展示会レポート

駅と空港の設備機器展
in 幕張メッセ

4 月 17~19 日
こちらが東洋

電装ブース！

快適な駅と空港を支える新技術が集結
公共交通・運輸分野においては、より安全で環境にやさしく効率性の
向上が求められると同時に社会インフラとしての駐輪・駐車場は利便性
およびサービス向上ならびに遊休地の活用などが求められています。
駅と空港の設備機器展は駅と空港の施設・設備・システム・サービスに
関する専門展示会です。

簡単アンケートの CS モニタ
東洋電装のブースでは、タッチパネル式アンケート端末
「CS モニタ」を紹介しました。また「トイレ IoT」をキー
ワードに、トイレの混み具合を教えてくれるシステムや、
清掃のスタッフを助けるシステムなど、駅や空港のトイレ
を使うお客さまと管理するスタッフ両方に役立つ提案を
させていただきました。3 日間とも、沢山のお客さんに
ブースにお越しいただき、東洋電装の製品、システムを

説明パネル

は壁面にド
ドーン！

知っていただくとても良い機会となりました。

ここに注目 !!
ースに立つ
今回の展示会、ブ
ルにも注目！
メンバーのスタイ
フを、東洋電装の
ネクタイとスカー
ーである黄色で
コーポレートカラ
揃えました。

しょ♪
いでかっこいいで
航空会社さんみた

みんな揃っ
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てパシャリ

り
わ
ま
ク
デスレポート
あな

東洋電装

きます

に行
たの席

江口 法子 さん

大好き

光一！

わり。
デスクま
い
くる ? !
深
が
で見えて
ま
意外と奥
り
ぶ
格、仕事
好みや性

東洋電装

山根 清孝 さん

お気に入りのおしゃれグッズは
アントベーカリーの空き瓶

注目! !

小物に

る
気にな

デスクトップは大好きなあの人…
江口さんのデスク、注目ポイントはデスクトップの堂本光一くん。
「昔から好きで。前は V6 ファンだったけど、広島に来てくれないから、

山根さんのデスクで一番気になった

乗り換えました (笑)」。デスクトップの画像はちょこちょこ変更して

のがモニタの上にあるどんぐりたち。

るみたいです。「手配ミス防止チェック」の小さな看板を掲げている

山根さんのようなお顔は、上さんが

のは漫画のキャラクターエリザベス。見ていると癒されますね。

描いてくれました。そんな上さんに
もらったというマグカップカバーも
TDSC
東洋電装

大事に使ってます。そして一番のお
気に入りはペン立てとして使ってい
るおしゃれな空き瓶。石内のパン屋

東京Oﬃce

さん「アントベーカ

モニタ
に
付箋に 貼ってる
クリッ
プペン
ついて
シルが
る…

リー」のリンゴジュー
スの空き瓶です。
「お
いしいから是非行っ
てみて。卵サンド
が特にオススメ !」
とのこと。

断捨離
王
見てい の桑原社長
かがで
か
すか？ ら

評価：もっとがんばりましょう
秋葉原にある東洋電装とTDSC の東京 Ofﬁceのデスクです。
機器や書類
であふれてる…。新年度に向けて少し整理整頓していきたいところ。
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Good & New

東洋電装社員の、
Good なことや New なことをご紹介します。

上枝 恵美

さん

3 月下旬に安佐北区亀山の『染めと茶』に娘と行きました。
3 週間前から予約をしていた苺パフェです♡
近所の農家さんが栽培されている苺とバニラアイスのみの
パフェです。桜の時期と重なり、目で楽しんで、舌で楽しみ、
とても良い日でした♡

黒本 冬馬

さん

4 月中旬頃に名探偵コナンの映画を親と兄の
3人で見に行きました。
毎年この時期になると、
コナンの映画が公開されます。僕の家では、
毎年映画館に見に行ってます。今年も面白い
上枝さんちの
めちゃくちゃかわいい
モモンガちゃん

内容だったので来年も楽しみです。

ぷち

T Dニュース

掲載情報

「中国地方の輝く企業 - 中国地方のオンリーワン・ナン
バーワン企業 -」に東洋電装が掲載されました。
6

「ひろしま医療関連産業研究会」のガイドブックに、
東洋電装の介護事業が掲載されました。

ぷち

TDニュース
New face 情報 (in 東洋電装 )

三 宅 叶 子 さん

高速システム

生年月日：1992 年 3 月
血液型：AB 型
趣味：旅行・お酒
チャームポイント：笑顔
マイブーム：昼飲み（専らのビール党です）
メッセージ：業務が一日でも早く軌道に乗り、
皆さんのお力になれるよう一生懸命
頑張ります ! よろしくお願いします!!!

門 田 竜 明 さん

空 調

生年月日：1965 年 7 月 27 日
血液型：O 型
趣味：ライブ観戦（ROCK 系）、ドライブ
マイブーム：身体に良い食べ物
メッセージ：仕事もプライベートも充実したものに
したいと考えています。

社
本日定時退
につき！
4 月19 日 ( 金 )
じゃんじゃかにて、購 買 ミ ー テ ィ ン グ が
行われました。

バロ電機工業に変化が？！
草や木が生えているだけだった場所がきれいになっていました。
砂利を敷いて広い駐車場に！

きれいになったよ！
山根さん・江口さん・三宅さん・
豊田さん・祖川さん
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今月の
テーマ

ストレスをためるオフィスとは？
職場でのストレスで、体調を崩したり、やる気が削がれたりしている人はいませんか？
そのストレス、実は「オフィスの環境」が原因のひとつかもしれません。
心理学の先生いわく「環境はストレスの促進要因になる」とのこと。
みなさんの仕事をする環境、一度見直してみませんか？

ストレスフルなオフィス環境の共通点
1 プライバシーがまったくない
「自分の場所」と感じられない。

全く仕切りがない、席と席の間が狭すぎる、
照明が必要以上に明るすぎるなど「安心感」がない。
2 コミュニケーションのための空間がない

気軽に小人数で集まることができる場所がない。

自分の席では周囲の人とちょっとした相談、雑談がしづらい。
3 ワークスタイルにあってない

一日中席にいるのに、機動性を高めて「落ち着かない」気分にさせてしまう。

チームプレーが多いのに、コミュニケーションスペースが全くない。
4 潤いがない

一見仕事と関係ないようなもの（ex. 家族の写真、雑貨）が机の上に置けない。

オフィス内が狭い。シーンとしていて必要最低限な “音” がない。

意外にも重要なのが「潤い」です。
一見仕事に関係なさそうな「無駄」が重要なのだそう。
効率だけを重視することがビジネスマンにとっていいとは限りません。
コーヒーの香り、植物、机の上にある家族の写真……無味乾燥な『事務処理工場』ではなく、
潤いのある『生活の場』『創造性を発揮する場』であることがオフィスには求められます。
先月号からスタートしたコーナー「デスクまわりレポート」では、社員のみんなの「潤い」ポイントを紹介しています！

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。

GWの思い出
フォトコンテスト
豪華景品のプレゼントがあるかも ?!
GWの写真を撮って、みなさんご応募ください。

【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。

応募〆切
5/27 必着

【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
【FAX】
082-831-2588

