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Part1 営業部

仕事の中で様々な困難を乗り越え、意欲を持ち続けて

会社の原動力とも言える営業部。世界に一つしかないカスタム品

チームをリードしていくポジションのリーダー職。この企
画では、リーダーとして活躍する社員の声を皆さんにお
届けして行きます。

を作るためには、専門的な知識と総合的な判断力が求められま
す。その最前線に立ち挑み続けている、リーダーの水野さんと
中野さんがインタビューに応えてくれました。

INTERVIEW 01

心に響く、伝わる提案を作り上げる
私は入社以来、海外のお客様の担当をさせて頂いているのですが、アジア、欧米の様々

水野
隆太

な国、地域のお客様に対する営業活動を通じて実感している事は、国や国民性の違い、
国内、海外問わず、製品開発 ~ 量産の様々な場面でお客様が抱える課題や実現をしたい
事を的確に把握し、他社との競争の中でいかにお客様の琴線に触れる提案ができるかど
うかです。現状は、Web 会議、電話等でのコミュニケーショ
ンで得た事、感じた事を、社内で提案内容を具体化する
際に活かしながら、お客様の心に響く、伝わる提案に作り
上げていくよう心がけています。コロナ禍で対面での営業
活動に制限がある中で、文章力、表現力も重要であると改

海外営業G リーダー

めて実感しております。

海外営業Gメンバー

INTERVIEW 02

「伝えること」を意識する
早いもので今年で入社16年を迎え、今月で遂に40歳となりました。そして来年は本厄の
年です。
さて、私は入社からずっと営業に携わらせて頂いておりますが、近年はコロナ禍で出張、
来社規制となり、今までのような顔を合わせた面談が実現し辛い状況です。
Web会議が普及し、顧客、社内への意思伝達方法も変化しています。その中で私は「伝
えること」をより意識しています。今から何を報告する
のか、会議の趣旨や結論を先ず伝え、その後に詳細内
容や結論に至った理由を報告するようにしています。こ
れを木に例えると、話の主軸となる「幹」、根拠となる
「枝」、詳細部分の「葉」。会議での報告内容や営業
情報等、
「幹」⇒「枝」⇒「葉」の順番で受け手側が理
日本営業Gメンバー
解しやすいように意識しています。

中野
由陽

日本営業G リーダー

経営計画(中間)会議
2021年10月11日
（月）午前9時より、
トーヨーサークル本部
大会議室に於いて、2021年度の経営計画（中間）会議が開
催されました。各社代表と部長やリーダー合わせて36名が
参加し、上期の実績分析や、計画達成のための施策などが
発表されました。

「交通事故ゼロ」 を目指して

交通安全講習会
Report
2021年9月17日
（金）午後4時より、
トヨテック管理棟2階大会議室
に於いて、運転管理委員会主催の交通安全講習会が行われました。
講師に豊川警察署交通課の河原警部補をお招きし、運転中の「な
がらスマホ」の危険性や、
「かもしれない」運転のポイントなどを学び
ました。
今回の開催も前年度に引き続き、
コロナ感染拡大防止の観点から
少人数制で行われ、
８名が参加しました。

もらい事故をなくすコツ！

防衛運転

防衛運転とは、事故を起こさないために行う運転方法です。

「自分が原因の事故を起こさない」
ことに加え、
もらい事故など
「他者が原因の事故に巻き込まれる確率を減らし、事故発生時
の被害を最小限に抑える」
ことが目的です。

今回は、
トーヨーサークルの社員向けに３つのポイントをご紹

介します。

運転管理委員長

白井 宏明
POINT
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早めのライト ON ！
反射材の着用

２

車間距離は余裕をもって

POINT

３

高齢者の行動には注意を
×
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前を走る車と十分な車間距離を保

つことで、たとえ前走車が急停止した

活用しましょう。

としても、ゆとりを持って対応すること

首や靴など動く場所に着けるとより

さの回避行動がとれず、事故を未然に

・歩行者は反射材を着用しましょう。手
効果的です。

令和3年中の愛知県交通事故死者

のうち約6割が高齢者であり、その中

でも道路横断中の交通事故が多発し

が出来ますが、車間距離が短いと、
とっ

ています。特に反対車線側から横断し

防ぐことが難しくなります。

十分に注意して下さい。

てくる場合の方が気づきにくいので、

情報 化 委 員 会
情報化委員会では、情報の活用とその共有、社員教育、機
密保持対策、及び電算システムとネットワークの整備充実を通
して、トーヨーサークル生産活動の質的向上と事務処理の合
理化を目標に、その円滑な実施を図ることを目的に委員会活
動を行っています。
ここ数年は国内の拠点間ネットワークの更新計画や無線アク
セスポイントの増強を行い、快適な通信環境のインフラ整備を
進めています。

セキュリティレベル向上を目指して

情報化委員長に任命され10年目を迎え、本年度は「情報セキュリティ規定構築によりセキュリティ

レベルの向上」
を方針に掲げ情報化委員会活動を行っています。
さて、皆さんは
「情報セキュリティのCIA」
を知っていますか。

情報セキュリティ定義にある
「情報の機密性(Conﬁdentiality)、完全性(Integrity)及び可用性

(Availability)を維持すること」
の3つを合わせて
「情報セキュリティのCIA」
といいます。

機密性とは「情報が漏れないように管理しましょう」、完全性とは「持っている情報を正確かつ最新の
状態で管理すること」、可用性とは「情報を使いたいときに使える状態にしておくこと」
というもので

す。見られてはいけない情報が見られてしまった、完全性が維持されていない、情報が消えてしまっ

た、情報が改竄されてしまった、使いたい時にサービスが止まっている！など、場合によっては損害賠
委員長

清原 辰時
趣味：釣り

償責任にもなりかねません。

トーヨーサークルには
「機密情報管理規定」があり機密情報が定義されています。今一度確認して

頂き情報の取り扱いには十分に注意してください。

Member 地区代表委員

副委員長
ジュコー技術センター

武田

孝幸

登録情報の変更発生時
は、早急なDB修正を心
掛けています。

管理部門

光学技術センター

社内で使用しているパソ
コンの管 理や 規 定 等の
見直しを行っています。

地区独自の活動として、
職場内のハブの調査、交
換によるネットワーク環
境改善を進めています。

戸松 安梨沙

鬼頭

真人

一宮地区

菅谷 千代子
パソコン関係は分からな
いことも多く周りの方々
に助けていただきながら
活動しています。

趣味

趣味

趣味

趣味

木工模型作り

旅行

オンラインゲーム

旅行、生け花

読書

大分地区

鈴木

貴彦

パソコン更 新 時の移 行
作業、ソフトウェアの使
い方の指導等を行ってい
ます。
これからも社 員の 皆 様
に快 適に情報機器を使
用できる様に活動して行
きます。

オミクロン × トリックスプロシード

合同防災訓練
2021年10月1日(金）午前10時15分より一宮工場内において、株式会社
オミクロンとトリックスプロシード株式会社の合同防災訓練が実施されま
した。
南海トラフ大地震を想定した避難訓練が行われ、両社合せて30名以上
の社員が参加しました。
最近も全国各地で地震が相次いで発生しています。

常日頃から万が一の事態に備えて、冷静に行動できるよ

うに心の準備をしておきましょう。

当日は天候不良により屋内にて実施。

いざという時のために

防災備蓄
災害に備えて、ご家庭でも日頃から、最低でも3日分、出
来れば1週間分程度の食料品などの備蓄に取り組まれるこ
とが望ましいと言われています。
当社（豊川地区）においては、災害の際に使用できる備
蓄庫を各地区ごとに設置しています。
地区

設置場所

サークル本部

2階踊り場

トヨテック管理棟

社員出入口

光学技術センター

社員出入口横フロア

ジュコー技術センター

超精密加工室行き通路

一宮地区

材料置場倉庫横通路

備蓄庫にはカロリーメイト、飲料水
及び、懐中電灯や簡易救急セットな
どを保管しています。年に1度は人
財開発部にて入れ替えを実施してお
り、先日も入れ替えたカロリーメイト
と飲料水を社員の皆様に配布させ
て頂きました。

㈱トヨテック創立61周年記念式典
第82回TOCOM活動発表会
開催のお知らせ
日

時

2021年11月19日（金）
開催時間帯は各地区に準じる。

場

所

サークル本部大会議室

：管理部門

ジュコー技術センター食堂

：樹光工場

大分地区食堂

：大分工場

光学技術センター食堂
一宮地区食堂

：製造本部
：一宮工場

※PL技術部門はジュコー技術センターにて参加

TOCOM活動発表会 統一テーマ

「 顧客満足、不満足 」
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