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東洋電装の介護事業、にゃん田介護、シートセンサー。
いまいち分かってない「にゃん田介護」のギモンを解決します。

今更聞けない…
にゃん田ってにゃんだ？　
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そもそも、
「にゃん田介護」ってにゃんだ？

「にゃん田介護」の
名前の由来ってにゃんだ？

にゃん田介護とは、「お客さまの声に応えたい」「介護現場の負担を減らしたい」という想いから生まれた
介護ブランドです。元はといえば、お客さまの「こういう製品できない？」という声から、介護製品の開発
を始めたのがきっかけです。そのうち「東洋電装」という名前だと、イメージ的に介護と結びつきにくいぞ、
ということで「にゃん田介護」という全く違うテイストのブランドができたのです。

「ブランド」って要するに、

・トヨタとレクサス

・青山とスーツカンパニー

・東洋電装とにゃん田介護

みたいなイメージですにゃ

読み方は、
にゃんだ　が正解。にゃんた
にゃんでん
お間違いなきよう

にゃん田介護というネーミングは、もともと初代事業リーダーのあだながきっかけでした。
そして、親しみやすく、インパクトのあるネーミングをということで、「にゃん田介護」は生まれました。
展示会では、猫のマークが良い目印になっているそうですよ。
猫のマークのにゃん田介護、みなさんぜひ覚えてね。
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ってにゃんだ??
マスコットキャラクターの
にゃん田くんってにゃんだ？

「にゃん田介護」の
お仕事ってにゃんだ？

にゃん田介護のマスコットキャラクターは２人いる ?!
にゃん田介護のマスコットキャラクターはにゃん田君。にゃん田君は猫のシルエットのキャラクターです。
ネットワーク・にゃん太くんは、にゃん田介護のネットワーク分野専門の派生キャラクター。アンテナで
電波を送受信可能。ロボっぽい見た目のキャラクターです。

にゃん田介護の
マスコットキャラクター

のんびり屋で、
少しシャイボーイな猫ですにゃ

ですにゃ だニャにゃん田君

にゃん田介護といえば、徘徊検知のシートセンサー「ふむくる」! 一つ目に自社開発製品である「ふむくる」
の販売を行っています。そしてもう一つのお仕事が、“ネットワーク全般おまかせ業”です。施設の抱える
課題に合わせて、数多ある介護システムの中からピッタリなものをピックアップしご提案、それらがスムー
ズに使えるためのネットワーク環境作りから、使い方講座までまるっとやります！

にゃん田ネットワークの
説明員キャラクター

ただ

精密機器なので、
やさしく扱ってほしいのニャ

ニャン太君
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小出 亨さんを
TD衛星通信システム 意外と知らない?!

出身地

あだな

好きな食べ物

好きなラーメンの味

得意科目・苦手科目

どんな子供だった？

子ども頃の夢

好きな映画

部活動

毎日のルーティン

自分のここを直したい

よく聞く音楽

楽しみなこと

チャームポイント

これからの目標

好きなタイプ

好きなスポーツ

髪型にこだわりは？

最近ハッピーなこと

生まれ変わったら何になりたい？

自分の性格を一言でいうと

好きな言葉

ひそかな自慢

オススメのご飯屋さん

アホ

広島

E.T.
ショート・サーキット

小中⇒柔道部
高校⇒ギター同好会

起きてすぐの30分は
コーヒーを飲みながらボーッとする

ルーズで
大雑把なところ

コブクロ
昔はアリスとか吉田拓郎とか

高校生の時に結成したバンドは
ファンクラブができるほど人気に !

全国のグルメ情報
なら任せて !

ウクレレを
買いました !

すべての女性（笑）

尾道ラーメン
萬来軒がおいしいよ

社員みんなで
いい思いができるようにしたい

牡蠣ひよっこ商店
牡蠣食べ放題 !

自分のままがいい

孫とのふれあい
感謝

いつもニコニコ

バスの運転手

目立たない子

得意⇒物理
苦手⇒英語

ゴルフ
上手くないけど楽しい

こいちゃん

焼肉
高級店のお肉は苦手

特になし
いつも1000円カットです。

好きな寿司ネタ

あなご、たまご、いくら
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東洋電装ニュース

ぷち

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

東洋電装について知ってもらおう

株式会社フェアーウェイさんのオフィスにて、東洋電装の事業や製品を知る勉強会が行われました。
業務提携に向けて、東洋電装の製品やサービス、社内での取り組みについて、説明させていただきました。

木村 稔さん
私の車のスタッドレスタイヤは６シーズン目。
２月初旬にこのうち１個のパンクが発覚。
長年の経年劣化でどうも寿命らしい。
でも１個だけ買替えは非経済的、したくない！
パンク修理するも１回では空気漏れは治らず･･･３回実施。
通勤中は気になる毎日だが、ここんとこ調子よさそう。
ちょっとGood。
頼む！あと１か月、何とか持ってくれ～！

ベトナムにいる友達から、
現地の100円均一の写真をもらいました。
日本語の商品が思ったよりも多くびっくりしました。
GWにベトナム行くので確認したいと思います。

祖川 拡さん
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東洋電装ニュース

ぷち

New face 情報

掲載情報

メッセージ：いたらぬ点もありますが、がんばって
いろんなことを覚えますので、よろしく
お願いいたします。

広島県の事業承継事例集「大切な会社を残したい…あります。その方法」に、東洋電装のM&Aの
事例が紹介されました。その他、親族内承継、第三者承継など 9社の事例が掲載されています。
webサイトからも確認できます。ぜひご覧ください。

くまはら　まさひろ

熊原 匡寛さん
生年月日：1994年 6月
血液型：A型
趣味：ゲーム、映画鑑賞
チャームポイント：髪のカール
マイブーム：動画鑑賞

製 造 さん
生年月日：      年 10月
血液型：A型
趣味：サンフレッチェ
チャームポイント：年中マスク
マイブーム：夏はチョコミント、冬は甘酒
メッセージ：TDSCよりやってきました !

早く仕事に慣れて力になれるよう
頑張ります。

介 護
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皆様、想像力は豊かな方ですか？

物事を想像するって事が許されるのは、人間が

持つ特権と言えるのではないでしょうか。

幼少期から絵本やアニメやTVドラマに触れ、

物語の世界にある自分を想像し、また新しく

創作し想像する。タイトル通り中二の夏休み頃

に妙なピークを迎えると言われています。

いわゆる中二病とと分類される事もあります。

中二病とは、中学2年生頃の思春期に見られる、

背伸びしがちな言動を自虐する語。転じて、

思春期にありがちな自己愛に満ちた空想や嗜好

などを揶揄したネットスラング(Wikipedia)。

世間で言うちょっと変わった人ですね

・・・そう、私も？

皆様、想像力使って仕事してますか？

車の運転で言われる「かもしれない運転」に

近いモノと思います。

人は想像力が及ばない事態に対応できないと

言われています。器の大きい人って想像力豊か

とも言えるし、超鈍感とも言えますね。

では、想像力が及ばないとはどういう事か？

例えば理想とする社会が持つべき情報の想像を

現在の経験・知識から延長上として考える事が

出来ないのではないかと考えます。

製品を設計する時、書類を作成する時、本当に

これで良いのか？自己満足・都合で考えたモノ

で良いのかと考えて下さい。

創造力は中二で培われる

上原 洋二さん

上土井 優武さん

殆どのモノに規格・基準・法規があり将来変わる

であろう方向性に準拠していますか？

未来は確かに分かりませんが、現況を良く知る

ことで未来を想像できますよね？

若いあなたは今後、どうすればよいのか？となり

ます。

経験的に本を読んで下さい、文章の書き方を学ん

で下さい、大企業の思考を学んで下さい（正しい

と言う意味で無く）、役所の思考を学んで下さい、

現在の専門分野からはちょっと遠い専門分野を

勉強して下さい、全ての分野に自分から挑戦して

下さい。

それを繰り返すことで知らないうちに社内のライ

バルは居なくなっていますよ。

そうして新たなステージへの挑戦権と自信を獲得

できます。それが生きた武器と金になります。

個人的には、来年に東京オフィスを六本木の高層

ビルに移し、大きな仕事を受注し、軽い指示だけ

で仕事がまわり、優秀な仲間が増え、募集した

事務員さんが超美人で、週末銀座で豪遊、と言う

想像をしてみた・・妄想の間違いですね。

さあ、現実を見て仕事しよっと。
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良い姿勢で集中力アップ今月の
テーマ 正しい姿勢のつもりでも、時間が経過すると無意識のうちに締まりのない姿勢になっている

こともあります。改善するためには、自分の姿勢を意識することが重要。今回はデスクワーク
時の集中力や第一印象が良くなる、座位・立位それぞれの正しい姿勢を紹介します。

デスクワークで高いパフォーマンスを発揮するには、脳の状態が重要！脳に
十分な血液が送られていれば、パフォーマンスや集中力が高まります。
猫背などの姿勢では、血流が悪くなり、さらには肺も圧迫され呼吸が浅く
なるので、脳に十分な血液と酸素を送ることができません。
集中力を高める正しい座り方のポイントはこちら。
（1）顎を引く
（2）腰骨を立てる
（3）足裏を床につける
（4）両膝を揃える

ただし、脳は 15 分以上座り続けていると集中力が低下し始めます。

集中力が切れたと思ったら、お手洗いやコーヒーを淹れに行くなどで立ち

上がって、脳をリセットさせましょう。

腰骨を立てて座ろう

立位の理想的な姿勢は背骨が理想的な S 字カーブを描いている状態です。

仙骨は骨盤の中央にある逆三角形の骨で、背骨と骨盤をつないでいます。

仙骨を修正するポイントは、お尻の穴が真下に向くように意識することです。

正しい姿勢で仕事をすることは、お客さまへ良い印象を与えるという効果が

期待できます。営業職のビジネスパーソンであれば、訪問先へ到着する前に、

エレベーター内の鏡やエントランスの窓ガラス越しに、自分の姿勢をチェッ

クする習慣をつけましょう。

お尻の穴を地面と垂直にして立とう

【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


