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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

「災害・防災対策室システム」

なんて製品あったっけ？と思われて

いる方、ご安心ください。お馴染みの

「スマートコミュニケーションシステム」

略して「スマコミ」です。

実は名称がリニューアルしたんですよ。

インフラネットワーク事業

災害・防災対策室
システム

東洋電装の 複数モニタの表示切替
タブレット操作でらくらく
防災対策室や災害対策室にある複数のモニタを、直感的に操作
できるタブレットで大型モニタに切替表示するシステムです。

従来は、大型モニタを操作するために専用のパソコンや機器を使用して

おり、担当の人でないと操作ができませんでした。しかし「災害・防災

対策室システム」ではタブレットによる直感的な操作性を実現。誰でも

簡単にモニタの表示内容を切り替えることができます。

災害・防
災対策室

システム
災害・防

災対策室

システム
防
災
対
策
室

タブレットで操作が誰でも簡単に
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高速道路事務所にて、事故や災害時の業務を円滑に行える

ための表示システムとして使われています。

高速道路の状況を確認するための各種映像情報を、大型

モニタへ出力しています。高速道路の映像や、テレビ会議、

地図情報、気象情報などの様々なの情報を集約して表示させ

ることが可能です。大型モニタの映像切り替えはタブレット

を利用し、今必要な情報だけをピックアップして表示したり、

表示サイズを状況に合わせて変更したりできます。現場と防

災対策室で、タイムリーな映像情報を共有することにより、

高速道路の管理業務にお役立ていただいています。

環境に合わせて、モニタのサイズや数量は変更可能。既存のモニタや
パソコンを利用することもできます。

こんな風に使われています

利用する環境や、お客様の要望に合わせて、様々な機能を

追加することができます。①車両位置表示機能：高速道路上の

どの位置にどの車両がいるかを確認できます。②路線図表示

機能：高速道路の路線図を表示することができます。③電子

黒板機能：路線図やカメラ映像などを電子黒板に表示し、

手書きした内容も共有できます。④施設管理図面表示機能：

図面を確認したい時、路線図から施設を選択すると、選んだ

施設に関連する図面データを表示できます。⑤映像配信機能：

他のフロアからの画面の選択、画像の配信ができます。⑥

分割表示機能：大型モニタに表示する情報を分割し、お好み

のサイズで表示することができます。⑦リモコン機能：テレビ

の入力ソース、チャンネルを操作できます。⑧カメラ画像録画

機能 :ネットワークカメラの映像を録画することができます。

いろんなオプション機能があります

道路のカメラ映像
地図情報

操作タブ
レット

check.2

①車両位置表示機能

③電子黒板機能 ④施設管理図面表示機能

⑤映像配信機能 ⑥分割表示機能

⑦リモコン機能 ⑧カメラ画像録画機能

高速道路事務所各所への導入実績あり！

②路線図表示機能

●REC

チャンネル 音 量

１１：２２９２％
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アールテック・リジョウさん

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。

アールテック・リジョウさんは、佐伯区五日市にある精密板金の会社です。

精密板金加工や各種産業機器の開発・製造を行っています。

本社工場には、設計、製作、塗装、組立をワンストップで行える設備が備わっています。

創業は昭和 24 年。当時は電気自動巻き時報時計の

製造を行っていました。その経験と技術を活かし、

現在は精密板金加工や産業機器の開発・製造を

主に行っています。東洋電装の製品では IP インター

ホンの筐体の製作をお願いしています。

アールテック・リジョウさんは、作業に大きな音が

出る、切断・穴開け加工のみ大朝工場で行い、それ

以外の工程はすべて本社工場で行っています。一貫

生産ならではの管理が行き届いた環境が、アール

テック・リジョウさんの強みである、スピーディかつ

高品質な製品作りを可能にしています。また工場内

での工程管理にタブレットを利用するなど、石本社長

が目指す「エレガントなモノづくり」に繋がる工夫

をしています。

アールテック・リジョウさんでは現在「多能工化」

に力を入れています。一人で複数の作業や工程を

担当する知識や技能を持った従業員を増やすこと

で、作業が滞ることなく、短納期の対応でも高い

品質を保つことができています。そのほか業務以外の

面でも、社員のアイデアから、地域清掃や社員の

家族向けの工場見学などの取り組みを積極的に

行っています。工場見学をすると工場がキレイに

なり、社員の意識も変わるので大歓迎です！と石本

社長。今回の取材で実際に工場見学をさせていた

だき、納得しました。堂々と業務の説明をされる

社員さんの姿はカッコいい！自分の仕事に自信を

持っているのだなと、感じました。

本社工場での一貫生産で、
“エレガントなモノづくり” を可能に

働きたいと思う会社作り

石本英和社長
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東洋電装ニュース

ぷち

絶縁ツールwebサイトOPEN!
絶縁ツールの特設サイトがOPENしました！
是非チェックしてみてください。

災害・防災対策室システム webサイトOPEN 間近 !
「濃い～ところ」で紹介した、災害・防災対策室システムの
特設サイトが完成間近です。

I SO講座 第 5 回

なんと次回が

最終回…！！

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 5回目です。

今回は ISO9001 と ISO14001 の審査について書きます。

維持審査、更新審査などいろいろあります。

大半の方にとっては他人事のことかもしれません。

が、最終的にはみなさんに戻ってくることになります。

で、ISO 審査についてですが

例えば ISO9001 はあなたの会社の品質は良いですよと審査する

ものではありません。品質に関する仕組みが ISO9001 の要求に

沿っているかを見るものです。

例えば ISO14001 はあなたの会社環境は良いですねと審査する

ものではありません。環境に関する仕組みが ISO14001の要求

に沿っているかを見るものです。

言葉遊びみたいで難しいですね。うん。

簡単に言えば、モノを評価するのではなくて仕組みという見え

ないものを評価するのです。そして、それを行ったという記録

を確認されます。

受注伝票やチェックリストなど。へぇ～

ちょっとでもみなさんに、ISO の審査についてわかって頂けたら

とてもうれしいです。当事者はみなさんですから。ISO 事務局は

みなさんと ISO 規格の橋渡しだけです。

審査や認証にはそれなりのお金が掛かっています。いくら？

でしたら、最大限にそれを利用して自分の糧にしましょう。

I SO の審査は何をするのか
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展示会レポート

ハイウェイテクノフェア
2017

11/21(火 )・22(水)

展示会レポート

第 5回
鉄道技術展2017

11/29(水)～12/1(金)

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

高速道路向け製品をPR

東京ビッグサイトにて『高速道路の建設

管理技術』に焦点をあてた展示会「ハイ

ウェイテクノフェア 2017」が開催され

ました。今年は出展企業282社、来場者

数は2日間で約20,700名と過去最多の

規模での開催でした。

東洋電装ブースでは、高速移動体との

通信を実現する「社会インフラ用無線

LAN(4.9GHz 対応 ) システム」のほか、

高速道路上のネットワークHUB「路側

情報伝送装置：ERICE」。車載型アクセス

ポイント「WAP-A1」といったネットワーク関連

製品や、作業者と設備を短絡から守る「絶縁

ツール」などを出展しました。

高速道路関係の方を中心に東洋電装が行って

いること、ご提案出来ることを見て知っていた

だける良い機会となりました。

鉄道向けソリューションを紹介

幕張メッセにて『安全・安心・快適・環境・省エネの追求』に焦点をあてた展示会、

「第5回鉄道技術展2017」が開催されました。東洋電装では、有電社様・フィスコインター

ナショナル社様と共同出展させて頂き、462名と大変多くの方々にお越し頂きました。

長距離通信や高速移動体との通信など「社会インフラ用

無線LAN ( 4.9 GHz対応)システム」のネットワークソリュー

ションや作業者と設備を短絡から守る「絶縁ツール」などを

出展しました。

3社合同のブースは情報盛り沢山

ブースの全体像はこちら！

新しいノベルティグッズも登場！

糸久 真さん
昨年６月よりお世話になった糸久です。
早半年が経ち、漸く広島の風土と文化、イントネーションに慣れ、充実な日々を
送らせていただいていましたが、11月に新しい家族が出来た事により、更なる充実
した毎日を過ごしています。今のところ広島に来て良い事しかないので不安が隠せ
ませんが、今年も良い事ばかりの１年にすべく精進していきたいと思います。

新年あけましておめでとうございます。
昨年はカープ連覇に歓喜し、
サンフレッチェ J１残留に安堵した 2017 年でした。
2018 年カープのキャッチフレーズ「℃℃℃(ﾄﾞﾄﾞﾄﾞｫｰ!!)」と
同じく「努力」「泥臭く」「怒涛」の勢いで進みたいです。

藤山 修さん
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全体忘年会
2017/12/22inイタリアンレストラン アレックス

つまんない悩み事も笑って忘れようよ！ 12/22( 金 )、大掃除の後の行われた
全体忘年会の様子を写真と共にご紹介！美味しいイタリアンと、東洋電装
らしいイベントも盛り沢山で、とっても楽しい時間を過ごせました。

につき！
本日定時退社

工場メンバーの歓迎会が
明洞にて行われました。

12 月 8 日 ( 金 )

中井さん・宇野さん・松島さん
根石さん・江口さん・阿津地さん
中川さん・三宅さん・角谷さん
西原さん・村上さん
武田さん・藤山さん・パートナーさん

販促チームの忘年会が
柚子にて行われました。

12 月 19 日 ( 火 )

日當さん・福田さん
上井さん・瀬見さん
戸谷さん

お
つ
か
れ
さ
ま
〜

当日のプログラムはこんな感じ。ゲームや余興で盛り上がりました！
①乾杯②食事・歓談③コーラ一気飲みチャレンジ④ハイ&ロークイズ
⑤選抜メンバーによるマシュマロキャッチ⑥100円総取りじゃんけん

①稔さん祝還暦 ! 驛場さんも笑顔で祝福パァ !
②工場チームといっしょ♪Baby誕生間近で地
に足がつかない男福田さん。③上さんが写って
ない !! 運営チームもワイワイ楽しみました。④
ゲームで勝利して景品ゲット。これが商品券を
手に入れた大人たちの表情だ！⑤プリティー
チャーミーな女子席♪特等席でみんなの愉快な
余興を観覧。⑥社長のポケットマネーをかけた
じゃんけん大会！来年は10回戦やるってよ。

忘年会の運営メンバーは、藤山さん、
武田さん、上さん、レク委員の折出さん、
瀬見さん、戸谷さんでした。お疲れ様！

①

④

⑤ ⑥③

②

ぐるぐるストローでコーラ一気飲み対決！ マシュマロバニー糸久。愛あるトスで見事成功 ! 100円総取りじゃんけん決勝戦 !!「折出さんの所持金2万以上だと思う人は挙手」
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おはようございます。
こんにちは。
こんばんは。
越智です。

突然ですが、みなさんの仕事での楽しみは何ですか？
私はお昼ごはんが楽しみです。
特に、現地作業や出張した際のです。

現地作業によく行かれる方は経験あると思いますが、アウェイに
出向くので体力的にも精神的にもすり減ることが多々あります。
その中で、モチベーションを保つモノの一つがお昼ごはんになります。
疲弊した中での食事というのはささやかな楽しみになります。おい
しい食事にありつけた時は、至福のひと時ですね。逆に、コンビニ
エンスストアしかなくて残念な食事になった時は、しょぼーんと
なります。

最近はうどんや定食屋のチェーン店が乱立していてお昼が変わり
映えしないことになることもありますけどね。

では、今まで仕事での出先で『美味しかったものは何ですか？』と
いうことで何件か紹介させて頂きたいと思います。

一つ目
もう、5、6年程前ですけど。。。
徳山東 ICを降りて、2号線を下っていくと徳山中央病院という
ところがあります。
現地作業でこちらにお世話になっていたのですが、2号線を挟んだ
向かい側にとてもおいしいハンバーグ屋さんがありました。
添え物の人参からすべてジューシーでおいしかったです。野菜嫌い
の方でも食べることができると自負します。
この仕事が縁なのかわからないのですが、山口の仕事がその後も
何件かあってパートナーさん達と何度か通わさせて頂きました。
再度お伺いすることがあったのですが、残念ながら閉店されて
いました。再開されることを切に願います。

二つ目
福山東 IC から少し下ったところにある市場の敷地内にある定食
屋さん。
現地調査のために福山に行ったのですが、帰りしなにこちらに
寄りました。
メニューが色々あり迷いに迷って、アジフライ定食を頼んだの
ですが満足でした。一緒に行った同僚は別のメニューを頼まれて
いました。
まだ一度しか行っていないので機会があればまた行きたいと思い
ます。

三つ目
おしかったというか度胆を抜かれたごはん。
下松SA上りの皿うどん。
こちらは知っている方もいらっしゃるかと思います。
量がすごいです。
同僚に現地作業のついでに教えて頂き食しました。
おなかが十分に満たされます。

ここまでは、私の経験則を紹介させて頂きましたが、みなさんの
おいしかったものは何かありますか？ぜひ教えてください。機会
があれば、行ってみたいと思います。
作業着で入店できるところにしてください。

みなさんも仕事の中でささやかな楽しみを見つけてみてくだ
さい。
するとその日一日の活力になってくるかと思います。

それでは、次、驛場さんお願いします。

最後に、

きょうも一日ご安全に。

僕のささやかな楽しみ

【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
1/25必着年末年始の楽しいお写真を大募集！

ふるってご応募ください！

冬休みの思い出
フォトコンテスト

今月のコラムニスト

越 智 喜 一 さん

来月のコラムニストは…

驛場啓之さん
です


