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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

他のチームが円滑に回って１つ１つ

の案件が無事に完結出来るように

フォロー全般を行います。その役割

は正に東洋電装のＡＤ（アシスタント

ディレクター）！そんな業務チームの

濃い～ところをご紹介！

業務チームの仕事は積算業務、見積業務、オーダー発行に関わる業務、社内

展開や受注から納期までのスケジュール組み、完成後の出荷に関わる業務、

各事業の売上管理など多岐に渡ります。また、工場２階の事務用品の管理

など他のチームが円滑に回るようなフォロー全般の業務を行っています。

全ての業務のサポート役
業務チームってどんな仕事をしているの？

業務チーム

東洋電装の “社内が円滑に回る環境を”
みんなの業務を全力サポート

積算業務

こんな仕事があるよ

出荷関係

スケジュール組み

営業チームが持ち帰った案件に対して客先資料を見て
必要な部品を当て込んでいき、原価算出を行う。

出荷案内や運送手配フォロー、客先への連絡などを
行う。

積算資料を基に工程を組む。営業からの情報も盛り

込んでいき、工程に携わる人達のスケジュールも見ながら

この案件がスムーズに進められるようにスケジュール

の目安組みを行う。
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基本的には事務作業が多いため、通常の業務が平坦に

なりがちですがそんな中でも「明るく！楽しく！元気

良く！」仕事をするように心がけています。

他チームの方々の業務サポートはもちろんですが雰囲気

も明るく楽しく出来たら良いな、と思っています。

また、色々なチームのサポートをしているので小さな

ことでも常に情報を仕入れられるように東洋電装の

情報通でありたいと思っています。

業務チームはお家のお母さんのような存在だなと思う
んですよ。お家に帰ってお母さんがいないと大変なこと
になります。派手さはないけどなくては困る、そんな
業務チームを今後も宜しくお願いします。

工程に関するスケジュール組み

や完成後の出荷案内などでの

やりとりを設計チームや製造

チームと行っています。

また進行中の案件に関して設計

チームへ設計の進捗状況の確認

と周知を行い、スムーズに案件

が進むようにサポートをして

います。

業務のサポートだけじゃない

受注前と受注後で分担

進捗状況は常にチェック

大きく分けて案件の受注前と請求に関わる業務を瀧本さん、

受注後の社内関係の業務と出荷に携わる業務を新田さんが

行っています。驛場さんはサポートとして２人が安心して

のびのびと仕事が出来るような働きかけを行っています。

驛場さんがサポートしながら２人を見守ってくれるおかげで

２人共、安心して毎日楽しく仕事が出来ています。

業務チームの役割分担01

02

03

check

他チームとのやりとり
check

明るく楽しく！
check

瀧

本さ
ん新田さんがおもう

「人の役に立った」という感覚が嬉しい
です。庶務的な仕事は派手さは無いですが
それでも労いの言葉をかけてくれる人が
いるのでとても嬉しいです。

ひとつのチームの専属でなく、「みんなの」業務チームでありたいと思って

います。なので困ったことや手助け出来ることがあれば何でも言って

きて貰えるようになりたいです。

会社の設立当時と比べると事業数や従業員数が増えて業務チームの業務

内容も少しずつ変わる部分もありましたが、根底には「社内が円滑に回る

環境を維持すること」があり、その考え方が変わることはありません。

周りがどう変わっていっても合わせられる、

サポートし続けられる、そんなチームで

ありたいと考えています。
積算した案件が受注に至ると「ヨッ
シャー !」って達成感があります。逆に
失注してしまうと営業チームと同じように
とても悲しいです。

業務チームのやりがい

業務チームの今後の目標

業務チームリーダー
驛場啓之さん
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合原さんを
意外と知らない?!

出身地
どんな子供だった？

子どもの頃の夢

得意科目、苦手科目

スポーツ歴

自分の性格を一言で

特技

理系文系体育会系？
あだな

理想の人物

自分のここを直したい

好きな女性のタイプ

好きな食べ物

好きな映画

座右の銘

挑戦したいこと

生まれ変わったら何になりたい？

行ってみたいところ

死ぬまでにやりたいこと

戸坂

高田純次、
ジョージ・クルーニー

変な口癖

石原さとみ

ラーメン（とんこつ）

インセプション

有言実行
（出来ないこともある）

スカイダイビング

猫

マチュピチュやピラミッドを
見てみたい

宇宙旅行

活発・元気 レーサー

中高はサッカーを

してました。

得意：算数
苦手：国語

アホで真面目

椅子を後ろに傾けて
バランスをとる。

理系
ゴウさん、ゴウちゃん
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I SO講座 第 3 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 3 回目です。

今回は少し視点を変えた内容をお伝えしたいと思います。

へぇ～と唸って頂けるとうれしいです。

これまで ISO9001 と ISO14001 を紹介しましたが、製造業向き

の規格だなと思いませんでしたか？そこのあなた、頭が固い。

私も頭が固かった。

サービス業でも取得されている組織もあるそうですよ。

もう少し噛み砕くと、保育園や幼稚園、病院等。

ISO は汎用的な規格。

だからこそいろいろな業種で取得されているのですね。

だからこそ答えが無い規格のため、難しくなるのです。

色々な人に聞いても十人十色の答えが返ってきます。

ISO9001 と ISO14001 の原本は英語 ( のはず ) で記載されて

いますが、日本語に訳されたものが JIS Q 9001 と JIS Q 14001

という規格です。

内容は下記です。

ISO9001　＝　JIS Q 9001、

ISO14001　＝　JIS Q 14001

日本語になっているといっても中味はとても堅い。分かり辛い

ことだらけです。それをそれぞれの会社用に噛み砕いて「当社は

こうする」と上手くまとめたものが『マネジメントマニュアル』

というものです。

I SO小話

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、シートが大きくなった「シート

センサーふむくる L」や持ち運びができる「ミニ

コール」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」が特徴で展示品を手に

取られた方々からは大変共感頂けました。一般の方、

介護施設関係者の方々など多くの方に、にゃん田

介護を見て知っていただける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

「福祉用具フェア＆セミナー」は、

毎年広島で開催されている福祉

用具の展示会です。福祉用具の

展示、団体活動紹介、各種セミナー

・研修会の実施等を行っています。

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

福祉用具フェア＆セミナー

in 広島産業会館

9/8(金 )・9/9(土 )

ブースの全体像はこちら！

にゃん田くんのノベルティーグッズも！

あらい
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東洋電装ニュース
ぷち

G o o d & N e w

村上家、           くん誕生

new face 情報

東洋電装のベビーラッシュは続く Instagram,LINE 新卒求人向けアカウントOPEN

森原 準貴さん
生年月日：1978/06
血液型：AB型
メッセージ：
精一杯頑張りますので、
よろしくお願いします。

もりはら  としたか

営 業

武田 幸也さん
生年月日：1988/10
血液型：A型
メッセージ：盤製造の経験はない
ですが、コツコツ丁寧に仕事を行い、
少しでも早く一人前になれるよう
がんばります。

たけだ　ゆきや

製 造

鈴木 正則さん
生年月日：1973/01
血液型：O型
メッセージ：業務を覚え、頑張ります！

すずき　まさのり

開 発

藤山 修さん
生年月日：1991/01
血液型：A型
メッセージ：誠実に頑張ります！

ふじやま しゅう

検 査

8 月 23日、検査チームの村上さんの赤ちゃんが
誕生しました。お名前は「                            」くん。
おめでとうございます！

東洋電装の新卒求人向けの公式 SNS ( Instagram、LINE) を公開しました。
説明会・見学会のお知らせや、社内の仕事風景、製品情報などの幅広い
情報を発信していく予定です。
ぜひ、フォローやお友達追加をよろしくお願いいたします。

▲Instagram ▲LINE

東洋電装のベビーラッシュはまだまだ止まり
ません。年内にもいくつかおめでたいニュースが
お届けできそうです！楽しみに待ってるよ～♥

▲インスタQRコード

▲LINEQRコード

東洋電装社員の、
Good なことや New なことをご紹介します。

新田明美さん
月一で、娘と二人でお出かけする
のが楽しみなこの頃。
買い物したり、スイーツ食べたり♥
この日ばかりは、反抗期も一休み？
今のうちにたくさん一緒に過ごせ
たらな…と思ってます。

福田健一さん
広島県民の皆様！広島カープ、リーグ優勝おめでとう
ございます。当日、友人と広島市内のスポーツバーにて
観戦していたのですが物凄い盛り上がりでした。
本通も大変な混雑ぶりで「わや」とは正にこのこと
かと身に染みました。
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松島さんからリレーコラムのバトン頂きました。

今年で入社6年目になります、製造チームの中井です。

早いもんで、もう 10 月になる ( なった？ ) んです

か～。早いな～。まぁ毎年思うことですけど。

「コラム・・・・・・。」とりあえず思い出してしまった、

本当にどうでもいい事書きます。

みなさん、ビジネス用語についてどんなイメージや

印象をお持ちでしょうか？

私は、「意識高い系の人が使用するなんかよくわか

らない単語」、「芸能界の業界用語で言うシースー

(寿司 )、ギロッポン (六本木 )」の様なイメージを、

以前は思っていました。(今は違いますけど )

そこで、「ビジネス用語とは」を、検索サイトのヤホー

( ヤフー ) で調べたんですけど、何か特にピンと

来るような解説サイトは見当たらなかったので、

調べること止めました (笑 )。

とりあえず、「ビジネスシーンで活躍するにあたって、

知っておいた方が円滑に物事が進みやすいかもよ？

的な業界用語」とでも思っておく事にします。

普段何気に使っている方、もしくは意識して使って

いる方がいるかと思われるビジネス用語ですが、

私が社会人・・・いや、恥ずかしながら東洋電装に

入社して初めて聞いたとき「なんとなく聞いた事は

あるけど詳しい意味までは知らなかった」または

「ポカーン。」とした、言葉がいくつかあるのですが、

私がその言葉を初めて聞いた時に【思った、イメージ

してしまった】どうでもいい事紹介します (用語の

意味も一応調べて書きますが、中にはビジネス用語

でない言葉や、意味が間違っているものがあったら

ごめんなさい・・・)。

※用語「意味」⇒「初めて聞いた時思ったこと・

イメージしてしまった事」

●アジェンダ「予定表・行動計画、協議事項など」

⇒「なんかかっこいい」。

●スキーム「計画・仕組み、体系・構成など」⇒

「知らね」。

●エビデンス「証拠・根拠、証言、形跡など」⇒

「カブスの3A で6番あたり打ってそう」。

●落とし込み「会議などで出された意見などを書類

などに反映する事」⇒「悪そう」。

●ブレスト「ブレインストーミングの略。ある問題や

テーマに対して、参加者が自由に意見を述べること」

⇒「マジンガーZのビーム」。

●マトリックス「行と列で表現された表」⇒「銃弾・

エビ反り・キアヌ」。

●アライアンス「提携先、同盟」⇒「悪そう」。

●バッファ「余裕、緩衝」⇒「バッファローマン」。

●リスケ「リスケジュールの略。スケジュールを

組み直す事」⇒「利助」。

●キックオフ「プロジェクトを立ち上げる事や最初

の会合」⇒「サッカー」。

●マスト「必須、欠かせないなど」⇒「ほ (帆 )」。

●アサイン「割り当てる、指名する、配属する」⇒

「アサイー」。

などなど、その他にもいくつかありますが、普段

使用するような一般化しているビジネス用語もあり

ますが、あまり知られていないビジネス用語を使って

いる人を見ると、最初はできる人のイメージが私は

強いですが、多用しすぎる人を見るとなぜか嫌らしく

聞こえて来るのは私だけでしょうか・・・(disじゃ

ないです )。

その言葉が一般化して聞き慣れれば、問題ないん

でしょうけど・・・。

私は聞き慣れない言葉は最初「？？」か、違う事

考えてとりあえずその場を乗り切る為に「あーはい。

分かりました。」と言って、後から調べる事が多い

タイプです ( 笑 )。結局のところ相手に伝われば

問題ないので、いちいち難しい横文字を使わなく

とも比較的簡単な言葉で済まして欲しいのが本音

ですが、ただ長い文章を比較的短く説明する事が

できる良い部分もあるので、これからもビジネス

用語に限らず、知らない言葉を聞く機会は増えて

いくと思うので、物事が円滑に進められるよう

検索サイトのヤホー( ヤフー)で色々検索して調べて

覚えて行こうと思います。

では、次回は合原さんお願いします！

go!goo! Yahoo!

ビジネス用語って…

中井 豊さん

合原勇一さん

7



ぬりえコンテスト 沢山のご応募ありがとうございました。
プレゼントも用意していますので、お楽しみに！

●くわはらあやなちゃん（5歳）
ひと際目を引く極彩色のウサ

ちゃんズがサイコーにイケて

ます。おそろいのオレンジ色

で兄弟みたいなたぬきとキツ

ネもGOOD♪

●角谷珠由ちゃん（10歳）
カラフルな動物たちがとっても

かわいらしい作品。秋のイメージ

にとらわれない色使いが素晴

らしいです。このままぬいぐるみ

にしたい！

応募者最年少の2歳にして

このクオリティ！くまさん

のほっぺが可愛い♥

色んな道具を使って塗って

くれました。ビビットな

配色にビビッときた！

枠外に「ぬりえたのしい！」

と書いてくれた気持ち、

よく表れています。

秋らしいほっこりした色合

いが素敵です。細かい所も

丁寧に塗ってくれました。

細かなグラデーションや

切株の模様など、さすが

です！

●おりでことねちゃん（２歳）●なかがわはづきちゃん（６歳） ●糸久洋子さん(奥さま )●若村直都くん（10歳） ●新田梨乃ちゃん（13歳）

●三宅一徹くん（8 歳）

●三宅喜一くん（3 歳） ●時藤沙彩ちゃん（4 歳）

●みやけにこちゃん（６歳）

●つのたにゆうとくん（9歳）

●わかむらあすかくん（6歳）

●三宅まこちゃん（10歳）

●なかがわえいとくん（4歳）●だんがみこたろうくん（3歳）
瀬見さんの甥っ子くん ●もりとうまくん（5 歳）

●もりしょうたくん（7歳）

大賞大賞 大賞大賞

【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

●つのたにあつしくん（７歳）

２歳の
本気で賞
２歳の
本気で賞

秋が
来たで賞
秋が
来たで賞

あざやか
で賞
あざやか
で賞

大人の
本気で賞
大人の
本気で賞

ぬりえ
楽しんでる賞
ぬりえ

楽しんでる賞

またのご応募
お待ちしております！

井上さんの姪っ子ちゃん


