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春になったら始めようって

思ってたことを思い出せません

東洋電装ってどんな会社 ?!

気付けば東洋電装の社員数、60人超えてました！

最新版「東洋電装 基本のき」で、東洋電装の今を一緒に確認していきましょう。

東洋電装  基本のき東洋電装  基本のき
最新版

「数字で見る」

もあるよ !

最新版



高速
道路管理会社高速
道路管理会社 鉄道会社 空港管

理会社 空調メーカー空調メーカー

私たちのお客様は、

東洋電装の役割は、

東洋電装ってどんな会社 ?!

東洋電装は、高速道路を使う人、電車に乗る人、ビルでエアコンを使う人、
それら全ての人の安全で快適な生活を、

技術的な面から支えてます。

交通インフラ、公共ネットワークインフラを支えている企業さまです。

そんなお客様を、
・電子制御システム
・ネットワーク構築
　の分野から支えることです。

お客さまの仕事に必要な製品の
開発やソリューションの
提案を行います。

東洋電装 の基本のき東洋電装 の基本のき

お客さまにとっての、
最高の技術的パートナーで
ありたい！
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「どんな会社？と聞かれてもうまく説明できない…」
「お父さんは何の仕事をしているの？」
「実は働いてる自分自身よくわかってない…」
そんなあなたへ、最新版「東洋電装 基本のき」で、東洋電装の今を一緒に確認していきましょう。

インフラネットワーク事業

制御盤事業 介護福祉システム事業

私たち、事業に属していませんのよ

その他の仕事をCheck !

３つの事業のどれにも属していない社員もいます。
・購買チーム・総務経理チーム・業務チーム・販促チームは、すべて
の事業と関わる仕事をしているので、特定の事業には属していません。
例えば購買チームは、製作物の部品類の仕入れを行いますが、インフラ、
制御盤、介護のそれぞれの事業から部品の手配依頼がきます。

路側情報電装装置
ERICE

災害・防災対策室システム

サービスエリア
満空表示システム

工業・産業設備を安定して動かす

ための司令塔である制御盤を作り

ます。道路やビル、工場など、色々

な分野の制御盤をオーダーメイド

で製作。東洋電装は会社設立時から

制御盤を作り続けてきました。

実績が豊富です！

介護福祉の現場の負担軽減を目的とした製品やシステムを

開発・提案・提供します。お客様の要望に合わせ、最適な機器の

選定や専用ソフトの開発、運用サポート、メンテナンスも行い

ます。施設の IoT化はおまかせあれ。

現在４名の社員で動いている介護事業。
全国の施設や病院でのお仕事のために
出張で東奔西走の日々。介護事業社員は
お腹がぽっこりしがちという噂も。

システム開発・提案工事

設計

ソフト開発 現地作業・工事 ネットワーク構築

製作・検査

一貫対応だからすごい！

納品

保守

社会インフラ用無線LANを活用して、

様々な製品やソリューションを開発・提案しています。

高速道路や鉄道、空港などの広範囲の管理が必要な場所のIoT化をお手伝いします。

自社開発製品「ふむくる」
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38
42

19
14

東洋電装を象徴するいろいろな数字を集めてみました。

創業から 社員の人数 年齢分布

平均年齢
男女比

文系理系

通勤にかかる時間血液型

仕事着

社長の年齢

メガネ率

数字で見る東洋電装26
21 33

2
！

66％ 34％

60代

50代

40代

30代

20代45年目

49歳

61名

37％

36.2歳

54 46
文系 理系

製造業だけど女性も活躍中!
ママさんも多いです。

20代30代が活躍中！

ほぼ半々です。理系は開発に多し。

本社の近所に住んでる社員も結構います。
通勤手段はランキング1位は自転車です。

あなたが思い浮かべる東洋電装の
「メガネキャラ」は誰ですか？

昭和48年12月20日設立、操業開始。

全国の社長の平均年齢は59.5歳です。
ちなみに、桑原社長は昭和43年の8月生まれ。
同い年の有名人は以下の通り↓
鈴木京香、大沢たかお、名倉潤、つんく♂、福山雅治など

昨年4月以降に
入社した社員数14名！

5％

3％

26％

31％
35％

43％

私服 スーツ

A型 B型 O型 AB型

20％ 26％ 11％

56％
作業着

27％ 18％

10分以内

30分以内

60分以内

25％

52％

23％
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あらい

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

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、持ち運びができる「ミニコール」、既存のナース

コールと連動出来る「接続 BOX」といったふむくる関連製品

を展示いたしました。また、施設内 IoT化をご提案から工事・

保守までトータルにサポートする内容を初出展し、現地では

テレビ取材も受けました。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。

介護施設関係者の方々、病院関係者の方々などを中心に、

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

３月14日から16日までの３日間、東京ビッグ

サイトにて「第4回CareTEX2018」が開催

されました。CareTEXは、【国際】介護用品

展／介護施設産業展／介護施設ソリューショ

ン展の3展で構成されており、介護業界日本

最大級主要企業約400社が出展しました。

今回は、3日間で２万人近い方が来場されて

おり、東洋電装ブースにも多くの方々に

お越し頂き、昨年を大きく越える218名の

方々と名刺交換させて頂きました。

展示会レポート

CareTex 関西 2018

in 東京ビッグサイト

3/14(水 ) ～ 3/16(金 )

にゃん田のスタッフジャンパー作りました！

ブース前で記念撮影パシャリ

過去イチ美味しい説といわれている、サーティワンの新フレーバー
「ナッティソルテッドキャラメル」を味わいました。
甘さとしょっぱさが絶妙なハーモニー♪
360円でこんなに幸せな気持ちになれるなんてやめられません♥
月に一度の自分へのHAPPYDAYです。来月は何にしようかな ?!?!

野北 美穂さん

熊原 直子さん
息子が小学校を卒業と同時に５年間がんばった
サッカー部も卒団することになりました。
途中で辞めずに頑張ってこれたので、
ほめてあげたいと思います。
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につき！
本日定時退社

お
つ
か
れ
さ
ま
〜

東洋電装ニュース

ぷち

工場 1F メンバーによる佐々木さんの歓迎会が
「とり楽」にて行われました。

12月19日(火 )

山根さん・江口さん・三宅さん
中井さん・宇野さん・武田さん・藤山さん
佐々木さん・根石さん・阿津地さん・角谷さん

new face 情報

掲載情報

西尾 恭平さん
生年月日：1984/04/26
血液型：A型
趣味：スケートボード（今はあんまり…）
チャームポイント：アゴ
マイブーム：DIY
メッセージ：早く会社に慣れて活躍でき
るようになる！

3月20日発行
経済レポートに、介護事業の製品「シートセンサーふむくる」
の広告を掲載させて頂きました。

にしお  きょうへい
介 護

鍵本 明子さん
生年月日：1991/09/19
血液型：A型
趣味：イラスト
マイブーム：辛い食べ物
メッセージ：早く仕事を覚えて、皆さん
の力になれるように頑張ります。

かぎもと　あきこ
設 計

金重 修一さん
生年月日：1974/03/03
血液型：A型
趣味：カラオケ
チャームポイント：手
メッセージ：早く環境に慣れて、全力で
業務を行えるように頑張ります。

かねしげ　しゅういち
インフラ

折出家、祐基くん誕生

３月3日、インフラ事業の折出さんの赤ちゃんが誕生しました。
お名前は「祐基（ゆうき）」くん。おめでとうございます！
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「断捨離」で仕事も人生も変わる?!今月の
テーマ

仕事場や家庭など、ご自身のまわりに「物」はあふれていないでしょうか？
生き方やお仕事に、大きな変化をもたらす「断捨離」についてご紹介いたします。

不必要な物を処分し、最低限の必要な物だけで無駄を削ぎ落としシンプル

かつ合理的な生き方をしていくという考え方です。

「断」＝入ってくる不要なモノを断つ

「捨」＝不要なモノを捨てる

「離」＝モノへの執着から離れる

断捨離とは？

家の中に沢山あった物を捨てることは、結構勇気がいることです。

捨てようか迷っているものがある時はまず、「あの時は何故これを買ったのか」を

振り返ってみましょう。例えば、「大学時代に流行りにのって購入したギター。

社会人になったら使わなくなったな。周りに乗り遅れないよう、人の目線を気に

して購入したものだったのかも」など、当時何故購入に至ったのかを分析すること

によって、本当に自分に必要なものなのかどうかが明確となります。

これをきっかけに「今買おうとしている物は自分にとって必要なのか」と冷静に

考えた上で買い物を行えるようになり、不要な物を買うことが減り、無駄な支出も

減っていきます。

冷静に考えて買い物できるようになろう

毎日使っているデスクがモノや書類でいっぱいな人はいませんか？書類や物が多く

なると、いざ仕事を始めようとしても、必要な書類を探す時間が発生してしまい、

効率的に作業を進めることができません。また、ふと集中力が切れた際、デスクの

上の「物」が視界に入ってしまい、いつの間にか違うことをしていたという事態に

もなりかねません。

書類は不要になったらすぐ捨てることを心がけましょう。データであるものは、初め

から印刷しないというのも手です。

PCのデスクトップ画面も同様です。アイコンだらけの画面をよく見かけますが、

これも、ファイルを探すのに時間がかかるだけではなく、いらないデータが溜まる

ことで、PCのデータ処理が遅くなる原因となり、効率的とは言えません。PC 内

の断捨離も必要です。

日々の仕事が忙しく、整理する時間が確保できないなど、「時間」を理由に断捨離

できない方が多くいます。この場合、時間が問題ではなく、デスクにたくさん置いて

ある書類や物が自分の時間や仕事量を増やしているのかもしれません。

今年度も終わりが近づいてきました。この機会に自分のデスク周りの不要なものを

処分し、「断捨離」を行ってみては如何でしょうか。

仕事を進める上でも大きな効果アリ！

本当に今必
要？

あの書類
どこに
入れたっけ？

シンプル ライフ
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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

おたより
募集中

家族に乾杯
フォトコンテスト

結果発表！
沢山のご応募ありがとうございました。
家族に乾杯フォトコンテストの結果発表です！
みなさんの投票で大賞を決めさせていただきました。

●我が家の陽の守護神と陰の守護神 /久富さん

●笑顔の練習中 /福田さん

●３番目卒園式✿
　大好きな先生と /三宅さん

●子供とペット。ペットです。
　ぬいぐるみじゃありません。
　ミニオンの抜け殻は下の子のやつです。
　　　　　　　　　　　　　　　/森さん

●父の誕生日に
中学校の新しい

　制服で撮って
みました。/熊

原さん

●なかなか距離は縮ま
らず、こんな

　2ショットしか撮れ
ません。/上井さん

●三姉妹 /戸谷さん

●久々集合 !!/ 新田さん

●家でひな祭りを行っ
た時の写真です。娘と

私の父です。

　手前のケーキは妻が
作りました。/井上さ

ん

●未来のお姫さま /糸久さん

●パンダのぬいぐるみをもらって
　嬉しい姪っ子 /江口さん

●我が家の桜文鳥「巴ちゃん」
　/豊田さん

●気持ちよかね！ /西尾さん


