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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

今月は製造チームをご紹介。
まさに手作業で “モノづくり”
をしている製造チーム。毎日
立ち仕事、女性も作業着、残業
の日と早く帰る日が極端？！
他チームとは一味違う製造
チームを深掘り！

製造チームは設計チームから上がってきた図面を基に、カタチにする
仕事をしています。
おおまかな工程は、デバイスシールや記名板の準備、中板の穴あけ、
器具付けをして各機器の配線を行い、仕上げる、といった流れです。
当社は制御盤事業としてはメーカーとしての立ち位置であるため、
製造チームはモノ作り企業としての命である「製品」を作る大切な
役目を担っています。

職人の仕事 製造チームってどんな仕事をしているの？

製造チーム

東洋電装の
製品のカタチを作る

東洋電装が誇る
“モノづくりの職人”
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おおまかに男性と女性で役割を分担しています。

男性は中板の穴あけや動力配線などの力が必要な工程を

行い、女性は手先が器用なので細かい配線やハンダ付け

などの工程を行う、という風にそれぞれの長所を生かし

て役割を分担しています。
現地改造とは大きく分けて「機器

の取り替え」と「回路変更」の

２種類があります。「機器の取り

替え」とは既設の盤の中を新しい

機器に実装し直すことです。「回

路変更」とは既設の盤でお客様

が制御したい対象を変えたり、

動作を変えたりしたい際に回路

を変更する対応のことです。

それぞれの長所にあわせて

時間管理と品質管理

現場で制御盤を改造

時間管理には特に気をつけています。工程が遅れると

お客様にご迷惑をかけてしまうのでチームワーク良く

行っています。

また仕上がりにも気をつけています。特に同じ納入先に

同じ仕様の盤を作成する際には配線の具合や、仕上がり

の見た目、品質を同じものにするように声掛けなどの

注意喚起もおこなっています。

気を付けていること

役割分担

Leader’s voice
製造のやりがい

大変なところ

今後の目標

自分が作ったモノがお客様の要望を満たし、お褒めの言葉を頂けたときはモノ作りを
やっていて良かったな、と実感します。
また、初めて作るような物が出来上がった瞬間も最高に嬉しいです。

図面を基にカタチにするので、図面を読み取ってお客様の仕様をきちんと把握する
能力が必要です。立ち仕事が多いので体力も必要なところは大変です。

個人のテクニカルスキルアップをする為に、自立盤の中板配線や扉配線などが出来る
ようになりたいです。それがチーム全体のスキルアップに繋がるからです。生産性を
上げて、量も質もこなす「最強のモノ作りプロ集団」になれたら最高にカッコいい
なと思っています。

01

02

03

製造チームリーダー

藤田武志さん

現地改造って？
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中山さんを
意外と知らない?!

好きな寿司ネタ

スポーツ歴

出身地

今楽しみなこと

あだな

子供の頃の夢

得意科目

理系？文系？体育会系？

おすすめのラーメン屋さん

火の国 熊本！

宇宙飛行士 中学から空手を 7 年 ! 黒帯です！
（今は足が上がりません）

マグロ

子供の成長

若気の至りエピソード

中学生の時、友達と無人島まで
泳いで行こうとして
遭難しかけた

自分の性格を一言で言うと？

理屈っぽい
お酒を飲むとどうなる？

弱いのですぐ酔います。

真っ赤になります。

マイブーム

ハワイの
コナコーヒー

挑戦したいこと

ゴルフのレッスンに行きたい

最近始めたこと

ゴルフ
好きな女性のタイプ

奥さん

好きな食べ物

たまごやき

最近ハッピーだったこと

コーヒーをこぼした時に
娘がタオルを持ってきてくれたこと

よく聴く音楽

最近古い洋楽にハマってます。
Nat King Cole とか
Chuck Berry とか

文系

最近は東日本営業所近くの
「纏」というラーメン屋にハマっています。

烏賊干白湯醤油そばがおすすめ !

国語・社会

ゴンちゃん
サッカーのゴン中山から
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東洋電装ニュース
ぷち

new face 情報 WEBサイト掲載情報

綿谷さんの結婚式がありました♪

今展示会は教育現場の方を主体として

おり、学校のICT化の導入を目的とする

ブースや無線 LANを利用した先進の

教育技術を紹介するブースが多く見られ

ました。当社ブースでは、災害が起きた

際に拠点となる学校や病院に防災ネット

ワークを構築するシステムの提案をいた

しました。アクセスポイント「AP-7161-JP」

をモニターとLEDで繋げ、広域無線ネット

ワークを紹介しました。

教育現場に防災意識を

ご来場ありがとうございました

業務支援システム、ICT 機器、デジ

タル教材、各種学校向けサービス

などが一堂に展示される教育分野 

の展示会が、東京ビッグサイトで

行われました。

全国各地の大学、教育委員会、小中

高校、塾・予備校、専門学校の方

を始めとし、約230 名の方と名刺

交換させていただきました。

展示会レポート

教育ITソリューションEXPO

in 東京ビッグサイト

5/17(水)~5/19(金)
ブースの全体像はこち

ら！

大内 和成 さん

おううち かずなり

バ ロ

4月19～21日に幕張メッセで開催された「駅と空港の
設備機器展」にて取材を受けた「アイティメディア株式
会社」様が運営されているEE Times Japanサイト内の
特集記事で弊社の記事が掲載されました。

情報盛り沢山な東洋電装ブース！

チャームポイント：誰とでも仲良くなれるところ
マイブーム　　　：携帯小説を読むこと

GW中に綿谷さんの結婚式が華やかに行われました。
現在綿谷さんは産休中。元気な赤ちゃんを産んでくださいね！

生年月日　  ：1991年3月
血液型　　 ：ＡＢ型
趣味　　　：釣り・友人といること
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こんにちは。
制御盤設計チームの越智です。
少しばかりお話にお付き合いを。

おもしろき　こともなき世を　おもしろく

有名な歌？ ( 句？ ) ですね。
私自身、歴史は苦手な分野ですが、昔の言葉の『おもし
ろき』は好きな言葉です。
一つの言葉の中に色々な意味合いが含まれていて、解釈
の仕方で人それぞれに違いがあり想像が膨らみます。

皆さんは、本を読まれますか？
小説、雑誌、占い、ビジネス書、専門書 etc...
本も想像が膨らむ世界です。
作者や著者が書かれている内容をどう解釈するかによっ
ていろいろな意味に変化します。この部分が読書のおも
しろい部分です。

例えば小説。
おもしろい小説に出会えば、この後の展開はどうなるん
だろう？と想像を膨らませることがあります。だいたい
は、想像していた展開と違う内容になるんですけどね。
残念な展開。

例えば料理本。
塩少々と書かれている際に、振り掛ける量。この加減で
味に変化が生まれてきます。作る人によって味や盛り付
け方に違いがありますね。
おいしい。変な味。おいしくない等。

例えば専門書。
最初から専門用語で書かれていて、最初から投げ出して
しまうこともしばしば。事前知識がある場合は、なるほ
どと読み進めていって、応用をしてみたり。
応用することで専門知識が深くなったり。

お仕事も同じように想像と創造の世界かと思います。
あの言葉の中にはこんな意味も含まれているのかな？
とか、ああ言っていたけど多分こんな意味だろうなとか。
言葉の意味を汲み取るときも多々出てきます。
逆に伝える言葉が少なすぎて、伝わらなくて怒られちゃ
う事もしばしば。
お仕事は難しいですね。本とは違って、人対人の関係で
すから。感情も入ってきますので。
その部分や苦手な部分をカバーし合って助け合えれば
なおベストですね。

この世は『おもしろき事』が溢れています。
全てを経験することはできないでしょう。全てを味合う
ことはできないでしょう。でも、出来る限りは経験して
みたいです。お金が許すことなら。時間が許すことなら。
それが、知識となり経験となり自分にとってプラスにな
ることでしょうから。
次は、事務所の方のコラムを読みたいと思いますので、
くわけんさんお願いします。

最後に、

すみなしものは　心なりけり

今月のコラムニスト

設計
リーダー 越 智 喜 一 さん

おもしろき　ことなき世を　おもしろく

来月のコラムニストは… 桑原健太さん
です
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G o o d & N e w 東洋電装社員の、
Good や New をご紹介。

梅雨だる対策今月の
テーマ

関西営業所にて、内藤さんの
歓迎会が行われました。

驛場さん・折出さん・荒川さん・内藤さん

につき！
本日定時退社

5 月11 日 ( 木 )

桑原弘明社長
福岡にて、
九州限定の八天堂の
クリームパンあまおうを
食べました。

梅雨に入ると、何となく体がだるい、肩がこるといった「梅雨だる」を訴える人が増えているそう。
低気圧が続くことや、気温の寒暖差が原因です。
「梅雨だる」から「夏バテ」に繋がらないように対策しましょう！！

①自律神経のバランスを整えよう
生体リズムを整えるような生活習慣を心がけましょう。
朝はしっかり朝食をとり、日中は活動的に。
夜はお風呂でリラックスして、しっかりと睡眠をとると GOOD です。

②冷えに注意！こまめな体温調節を
薄手のカーディガンなどを携帯し、冷えを感じたら羽織るようにしましょう。
暑いとき、湿度が高いと汗が蒸発しにくく、熱が体内にこもってしまいます。
エアコンをつけるときはドライの設定が BEST です！

③加熱を中心に！バランスの良い食事
冷たいものや生ものの摂り過ぎに注意。
食品が傷みやすい時期でもあるので、出来るだけ火を通して温めて食べるようにしましょう。
疲れを溜めないために、魚・鶏肉・もも肉・大豆・乳製品などから良質なタンパク質を摂りたいところ。
活動のエネルギーとなる炭水化物や調子を整えるビタミン・ミネラルもバランスよくとりましょう。

瀬見達哉さん
最近、広島のイベントに行くことが
小さな趣味になっています。
規模の大きいものから小さいものまで
ありますが、地域活性化やエコ活動
など盛り上がっていましたよ。
今後も積極的に参加したいです。
GOOD＆NEWでした。
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【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。

G Wの思い出
フォトコンテスト

●わが社の走り屋 /折出さん

●瀬戸大橋にて。香川へ /角谷さん

●大学時代の愛媛の友達に会いに。/瀬見さん

●カープ観戦 /光嶋さん●大間崎（青森県）/荒川さん

●AQUA Sにて。ペンギン
/中川さん

●空と福田と物見櫓と
/福田さん

●夕日百選の町～キララ多
岐にて♡
/ 野北さん

●子どものサッカー観戦 /熊原さん

●出雲大社 /根石さん
●由志園。池に牡丹の花が
　敷き詰められていました。/上井さん

●古民家カフェでランチ・
牧場で牛にあって、チーズと
ソフトクリームを食べました
/新田さん

●神田さん親子に遭遇。
/森さん

●結婚式。これ
が本当の

　ウェルカムボ
ード(笑)

　手作りです！
/綿谷さん

●安佐動物公園に妻と
姪と

 一緒に行きました。
/井上さん

●越智さん

沢山のご応募ありがとうございました。
社員の皆さんの投票で、大賞を決定いたしました！


