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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

社内報の編集部として知られる販促

チーム。もちろん社内報を作るだけが

販促チームの仕事じゃありません！

実は結構色んな仕事をしているんです。

社内外への広報活動をしています。販促物の企画立案や、展示会の社内取り

まとめ、お客様からの問い合わせに対する対応など営業フォローを行って

います。SNSの更新や、広告媒体へのメディア対応なども広報担当の役割です。

東洋電装の広告塔

販促チーム

東洋電装の 社内外にもっともっと

東洋電装ファンを増やしたい！

広報のお仕事 （福田さん・瀬見さん）

（上井さん）（戸谷さん）

・販促物の企画　・展示会取りまとめ、各種手配　・展示会説明員助っ人

・展示会後フォロー（メルマガ、名刺管理、TEL フォロー）　・メディア対応

・ブログ、SNS 更新　・メルマガ発行　・納入実績管理　・顧客管理　etc.

東洋電装では自社で全てのサイトを運営・メンテナンスしています。

各事業が求める内容や伝えたいことを表現してWEB上に落とし込み、

アクセス状況を解析して日々ブラッシュアップしています。

・各種サイトの立ち上げ　・リニューアル、メンテナンス　・アクセス解析　etc.

販促物のデザインを担当します。製品パンフや web

サイト、展示会で貼り出すパネルなどをデザインします。

・販促物の作成　・社内報の作成　・名刺、社員証の作成

・製品アプリなどの画面デザイン　・製品写真撮影　etc.

デザインのお仕事 webのお仕事

販促チームってどんな仕事をしているの？

３つの分野に分かれます
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●広報

●デザイン

販促物を作成する際に、自社が伝えたいこと・表現したいことイコールお客様の

求めていることとは限りません。なので、ユーザー目線で伝わりやすい表現か

どうか、自己満足の販促物になっていないかどうかには気をつけています。

自身の好みのデザインにならないように事業や製品のイメージを大事にして

います。今はとにかくカッコいいものを増やしている最中です。

●web
「OK!Google」でおなじみのGoogleに嫌われないこと。コードの内容などで

『悪質』と捉えられると、WEB サイトが検索エンジンで表示されなくなる

という最悪な事態になることもあるとか

●広報

●デザイン

●web

広く東洋電装のこと・製品のこと・業界

のことを知っていないといけないので、

常にアンテナを張って社内の情報通を

目指しています。日々勉強です！

未熟者ゆえイケてるデザインはそう簡単

に降りてきません。何もアイデアが浮か

ばない時は、絶望的な気持ちになります。

WEB 業界の「普通」についていくこと。

流行り廃りが激しいのはサイトの見た目

の部分だけではなく裏側にもおよびます。

日々新しい情報を入れておかないと、

すぐに置いてけぼりを食らいます。

●広報

●デザイン

WEBや電話でのお問い合わせが来たときはすごく嬉しいです。

販促チームで作成した販促物がお客様の心に届いて注文をしよう、

ちょっと詳しく聞いてみよう、となってくれたと思うとニヤッてして

しまいますね。

作成したパネルが展示会ブースに設置された時や、デザインした

webサイトが上井さんの手によってちゃんと動くサイトになった時

は達成感があります。作ったものについて、他からリアクション

があると嬉しいです。

●web
サイトが立ち上がり、そこへのアクセスが増えるのが目に見える

とうれしいです。デザインをいただいて、作成し、立ち上がった

ことを広報や営業で広めていただいて、と他の担当と協力して

いただいてこそのサイトへのアクセス増ですから。

ここに気を付けています01

02

03

check

ここが大変！
check

やりがいを感じる時

販促チームの今後の目標

check

どんなときも明るく楽しく仕事が出来るチームを目指したいです。

販促物を作るときは明るく楽しい気持ちで取り組んだ方が絶対により

良いものになると思っています。

営業チームからの情報を基に内容や文言など大事な所は押さえながら、

販促チームがワクワクする気持ちをミックスさせて販促物に反映させて

いけたら今以上にユーザーの方々の心に届く良いものになるのでは

ないでしょうか。

その為にも他チームとの連携を今まで以上に強く取れるようにしたいです。

ユーザーの心に響くようなWEBやチラシ、製品パンフレットを多く生み

出していく為にはユーザーと直接会う機会が多い営業チームの声を反映

させる必要があるからです。どんな小さなことでも見逃さずにカタチに

して落とし込んでいける販売促進チームを目指します。

ご覧の通り、
明るく楽しくやってま～す！
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東洋電装ニュース
ぷち

糸久家、             ちゃん誕生

インターホンを核とした
ビジネスソリューション

インターホンメーカーのアイホン主催の
「ビジネスソリューションフェア」が、
日本全国の会場で開催されました。東洋
電装はインターホンの通信ネットワーク
ソリューションを紹介いたしました。

「インターホン（IXシステム）」の通信ネットワークを、
「社会インフラ用無線 LAN」でワイヤレス化。

地元広島で製品アピール

グリーンアリーナで開催された広島県

信用金庫合同ビジネスフェアに出展いた

しました。東洋電装はタッチパネル式

アンケート装置「CSモニタ」と、市役所

などで使われている「出退表示システム」

を紹介いたしました。

非常電話の新バージョン

NEXCO 中日本ハイウェイ・エンジニア

リング名古屋主催の「イノベーション

NAGOYA2017」に出展いたしました。

東洋電装は、IPインターホン型非常電話

を紹介いたしました。

展示会レポート

ビジネスソリューションフェア

8/24(木) ～ 10/27(金 )

展示会レポート

信用金庫合同ビジネスフェア

11/9 ( 木 )

展示会レポート

イノベーションNAGOYA2017

10/30(月) ～ 10/31(火)

ご来場ありがとうございました！

いつまで続くのか！東洋電装のベビーラッシュ

モビリティワイヤレスソリューション webサイトOPEN!

11 月15 日、介護事業の糸久さんの赤ちゃんが
誕生しました。お名前は「                        」ちゃん。
おめでとうございます！

「モビリティワイヤレスソリューション」の特設
サイトが OPENしました！車載型無線アクセス
ポイントや可搬型無線アクセスポイントの特長、
活用事例を見ることができます。
是非チェックしてみてください。
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社員旅行
Recreation Report

運営係は福田さん、久富さん、平川さんと、

レク委員の瀬見さん、折出さん、戸谷さんでした。

準備や当日の運営、お疲れ様でした！

阿蘇の広い牧場でドローン
の飛行実験を行いました！
上空から撮影した動画は、

手元のタブレットでチェックできます。

2017/11/3・11/4

PICK UP!

in熊本～阿蘇

①熊本城は復旧工事中。こんな姿が見られる
のは今だけです。②崩れた石垣を眺めながら、
皆さん真剣にガイドさんの説明を聞いています。
③お城のそばでお昼ご飯の後は自由時間。
気付けば集まってるね。④午後からはサント
リービール工場で工場見学。撮影スポットで
石田さん豊田さんフォトジェニック！⑤夜の
宴会は熊本グルメ & ビンゴ大会でワイワイ♪
がんばる盛り上げ係。

④囲炉裏を囲んでご飯なんてなかなかない
でしょ。やまめや田楽、だご汁も頂きました。
⑤よその制御盤でも気になっちゃうのが東洋
電装社員。噴水用の制御盤でした。⑥牧場では
さけるチーズ作りをみんなで体験。氷水に手
をつけたり、アツアツのチーズを伸ばしたり。
苦労した甲斐あっておいしくできましたね。
⑦最後は大観峰から阿蘇の絶景を満喫！悩み
も吹っ飛ぶ壮大な景色に感動。広島本社の留守
番社員にはビデオ通話で感動をおすそ分け。

①牧場の顔はめパネルで石田さん豊田さん平川さんフォトジェニック
再び。②お昼は囲炉裏でご飯。地鶏をのせろのせろ～！豪快です③阿蘇
でソフトクリーム食べるって決めてたんだ！絶品！（ただし寒かった）

水前寺公園で集合写真パシャリ！
キレイに手入れされた心休まる日本
庭園。池の澄んだ水には大きな鯉が
気持ちよさそうに泳いでいました。

サントリービール工場にて。おいしい
ビールが作られる工程を見学した後は
お待ちかねの試飲タイム！種類の違う
プレミアムモルツを飲み比べできました。
ビール好きにはたまりませんね。

2017年度の社員旅行は、昨年地震の影響でやむなく中止となった熊本
旅行にリベンジ。熊本といえば、美味しい料理と壮大な大自然！仕事の
ことは忘れて、心からリフレッシュできましたか？

① ②

③

①

②

③

④ ⑤

⑥

⑦

⑤

④
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皆さん！こつこつとスライムを倒していますか？メタルスラ

イムで経験値を一気に稼ぎたいところですね。さて、人生は

ゲームです、誰が何と言おうと！それも自由度の高い RPG

です。Rとはロールつまり役割、P はプレイですね、あなたは

何の役割を担っていますか？商人？町人？それとも遊び人

ですか？

各自考えた上で、本題に行きましょう！勇者の役割は、“魔王

から町を人々を世界を救い平和を取り戻す！！”と決められ

ています（昔から）。彼は生まれた時から勇者の素質を開花

させ、大魔王を倒すべく、自身の成長と共に仲間を集め、

強敵を打ち破りいずれは魔王と対峙する事になるでしょう。

なんと幸せな人生と思いませんか？素質があり、成長できる

環境があり、何より最大の目的がある。魔王を打ち破った末

には、どこか大国の姫様と結婚し国王として新たな勇者を

生み出す、幸福スパイラルですね。

一方、魔王側はどうでしょうか？彼もまた魔王代々の血を

受け継ぎ勢力を広げようと日々邁進しています。見た目の気色

悪い無能な脳筋達をまとめ上げ、村を町を城を落とし食料を

確保し勇者にソレラシク立ち向かわせるメンタルを与えて

いる姿が見えますよね？並大抵の苦労では決して無いでしょ

う！どこかで聞いた様な話ですよね？これが中小企業の実態

です（個人の意見で、感じ方は個人差があります）。魔王軍は、

ろくな装備も無いまま、個々の才覚だけで立ち向かい、勇者

パーティに爪痕を残して倒れる宿命ですね。運の良いモノは、

勇者のパーティに招かれる事も有ると聞きます。

勇者チームも魔王チームもそれぞれが役割を担って社会が

形成されています、勿論その他サポートチーム（商人、町の

名前を教えてくれる娘等）もしかりですね。世の中バランスが

大事です、全員が勇者なんて世界では勇者こそ凡人グループ

でしょう。必死で働く人も適度に働く人もそれぞれが絶妙な

バランスの上成り立っていると言えるでしょう。

　

ここで最初の質問に対して、私が選ぶ役割は、魔王を倒さない

LEVEL99の勇者です。

だって、考えてもみて下さい。人々から声援と感謝を受け、

ほぼ無敵、いつでも魔王を倒せる実力ですから、カジノにも

行くし、パフパフにも行くでしょう。笑　

勘違いしないでくださいね、勇者もLEVEL1 からのスタート

ですよ！そこに裏ワザは有りませんよ、常に高みを目指した

努力の結果です。余生を楽しみましょう。

おそらく何が言いたいのか、話がブッ飛んでいて分からない

と言われるのがオチですね。

そこで次回は、越智さんに軌道修正をお願いしましょう。

LEVEL99の勇者 vs魔王

今月の ISO 講座はお休みです。
また来月お会いしましょう。

上原洋二さん

越智喜一さん

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

山根清孝さん
坂本菓子舗
冬にこの店の前を通った時、「やきいももみじ」の文字に
惹かれて買いました。それ以来この店の季節ごとに登場する
もみじまんじゅうを買い求めています。
今は「塩バターもみじ」にはまりました。中に餡はなく全部
ケーキの感じです。店の方も親切丁寧で好感が持てます。

江口法子さん
10/22( 日 )に、中学3年生の甥っ子が受験の為、
姉家族5人と共に太宰府天満宮に行ってきました。

毎年 10/1～10/31「特別受験合格祈願大祭」が開催されているようです。
たまたま私の都合と姉家族の都合と合わせて福岡へ来たのに、

この期間に参拝できて良かったです。
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広島に引っ越してきたのに、
未だにビッグニュースと呼べるような
ビッグニュースがないことがビッグニュース

久富和真

わたしのビッグニュース !!
2017年総括

次女が 9月に結婚させていただいたこと。

名前が出水となったのですが、社員旅行で行った、

水前寺公園内の神社が出水神社だったので、びっくり

しました。写真をLINEですぐに送って御札を買いました。
桑原弘明

母の誕生日に自分の運転で
高知に旅行したこと。

根石美香

明るい事から暗い事までありすぎです・・・が
その中でも一番は2児を授かった事。来年に繋がるこの
ニュースは瞬間的なうれしさと継続的なワクワクが
タッグ組んで喜び全開です。折出家、育ってます。

折出大輔

エアコンが壊れてから二年間も我が家は

扇風機だけで猛暑を乗り切ってきましたが、

今年の夏、念願のエアコンがやってきました。

とても快適に過ごせました。 阿津地京子

初めてＣＳを見に行きました。

が、負け試合だったので、

来年は勝ち試合を見たいです。

赤澤伸弥

一年間で 20 キロ増量。
祖川拡

体型が高校生の時に戻ったこと。（－５ｋｇ）

体組成計を購入し、毎日状態管理する事で暴飲暴食を抑止し、

目標数値に達成した。（禁酒もチャレンジ中）

著しく老化が進む中、見苦しくない様にしたい。 上原洋二

今年、2度目の韓国旅行に

行ったときに地下鉄移動は

一人でどこでもいけるように

なってたので、成長した！
瀬見達哉

9月に入社したことです。
日々、勉強の毎日です。

森原準貴

転職して、東洋電装に入社した。
心機一転がんばって会社に貢献
できるように努力したい！オーッ！

武田幸也

東洋電装に入社出来たことです。
目標を持って就職活動をした
結果入社できたことは今年一番の
出来事でした。一人前の技術者に
なるべく、これからも頑張ります !!

大内和成

バファローズ
ショップで
ポンタグッズを
購入できました。

山崎翔

★香川県にさようなら

★東洋電装に入社

★初めてのマイホーム（アパート）
平川晃基

10年前に購入した昭和レトロの

鉄道模型をやっと組み立てました。

２～３日没頭してしまいました。

内藤茂之

・東洋電装に入社したこと。

・第一子妊娠

・予定日が大晦日です。
福田健一

出張先で、Jアラートを 2度も聞きました。
1度は札幌で、上空をミサイルが飛んでいっていた
という。半分目覚まし代わりでしたが、外は、
何事もなかったように、1日が始まってました。

山口史紘

三男が広島県おえかきコンテストで
表彰されました。自分の小学校で
ただひとり選ばれました。 藤田

特に何もなかったことが
良かったです。 合原勇一

広島東洋カープの
連覇！ 石田明浩

今年子供がみんな小学校に
なりました。保育園の送り
迎えから開放されたのです
が、最近少し寂しく感じます。
元気に大きくなーれ！

角谷久美子

十数年ぶりに社員旅行なるものに
参加したこと。（前の会社では
死語になってましたから。） 木村稔

今年なぜか 3回も
USJ に行きました。
ディズニーに
行きたい。 戸谷朱里

別れもあったが、出逢いもいっぱいあり、
楽しいすてきな一年を過ごすことが出来た。

中川梢

しょーたが小学校に入学。一人で歩いて学校へ
行って一人で帰ってくる。スイミングも一人で
行けてる。普通なことだけど、こんなことできる
ようになったんだと思えることがニュースです。

森多恵子

８月にあったゴルフコンペでベストスコア 86
がでました。それまで 90台がたまにでていた
のですがその日は調子が良くベストスコアが
でて嬉しかったです。 桑原康明

目的地に着かないタクシーに

乗りました。ちなみにタクシー

代は自腹です。 坂口英治

新名神の無線、破綻するかと思ったし、中日本の

IP 非電、神戸の防対、周南受配電と言えばキリが

ない。色々なことで人に救われた‼感謝‼

木原達司

今年も元気でよかった！
キーナ裕子

長男が一人暮らし！元気にしている

のか気になって、仕方ないのですが、

本人の力を信じて見守りたいので、

極力連絡をしないように勤めて

おります。 新田明美

こどもが産まれました！

かわいいけど大変ですね。

がんばります。 松島正樹

旦那が会社を設立しました。

ビデオ撮影・編集などの映像

関係です。身体に気をつけて

がんばって欲しいです。
熊原直子

マルチーズとポメラニアンの
ミックス犬が我が家にやってきた。

桑原健太

歯の矯正をしている娘の装置が一時的に

外れました。一年以上ぶりに何もついて

いない歯を見れて少しうれしかったです。

瀧本由加

第 5子出産！
4004gのBIG BABY

三宅麻規絵

来年、結婚…？！
藤山修

カープ優勝

西原浩俊

妹が結婚したこと。

越智喜一

今年の 4月に、超大物外人アーティストのライブで、
初めて日本武道館に入りました。
７０手前のロックスターのハイパフォーマンスを
目の当たりにして、パワーを貰いました。 上土井優武

大掛かりな
リフォームを
したこと。

豊田晃己

今年も普通に
過ごせたことが、
とても良かった。

上ありさ

東洋電装に
入社したこと。

光嶋美宙

第 1位　釉珠羽誕生 !
第 2位　東洋電装入社！
第 3位　人生節目の初老（40 歳）になる！

糸久真 この夏、13 年間愛用してたトヨタ「ファンカーゴ」と

お別れをした際の出来事。今年 13 歳になったファン

カーゴと同い年の次男の一言「寂しい・可哀想」と。

物を大切にする優しい子に育ったことに感謝でした。

驛場啓之

子どもが生まれたこと。
村上智哉

娘☆爆誕

井上真博

家族 3人で仲良く過ごせました。

宇野正則

絆。家族・夫婦・人と人との絆が

深まった年。人との絆に支えられて

日々をすごしているのを実感した年。
野北美穂

今年 3歳の
姪っ子（姉の娘）に
なつかれたこと。

江口法子

出産はもちろんニュースですが、

その出産を機に３台所有していた

車２台を手放し、夏に出たばかり

のファミリーカーを購入しました。

大きい車は運転しやすくてサイコー♡
綿谷玲子

10 年ぶりに髪の色を
変えてみたこと。

若村さおり
客席が 360 度回点する劇場へいきました。
アトラクション感がハンパなかったです。
舞台も楽しみました。 上井宏子

今年 2 月に愛犬がなくなったことが

暗いニュースです。 山根清孝

カープリーグ 2連覇
中井豊

介護福祉システム事業部に異動になりました。
全く畑違いの業界ですので、これから勉強して
早くお役に立てるよう頑張りたいと思います。

中山卓士

7



【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

テーマ「　冬　」
おえかきコンテスト結果発表！

沢山のご応募ありがとうございました。
おえかきコンテストの結果発表です！
プレゼントも用意していますので、おたのしみに！

大賞大賞 大賞大賞 大賞大賞


