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イマイチくん達のピカイチ通信 2015年07月発行

巻頭のご挨拶

近影

物故者慰霊祭にて

　又、ここで重要なのは情報共有。歯車が噛み合えば、この組織体は成功する。逆に歯車が噛み合わなけれ

ば売上が伸びていきません。個性を生かす一方で、時には己のトゲを削り、尊重し合う気持ちが大切。この

事を全員に意思統一いたしました。

　本来の目的は、お客様の御要望にタイムリーに対応し、日本、海外拠点を軸に縦横無尽にサービス提供

していくことにあります。「情報共有、一致団結」全社員が営業マンの心得であるように、全員、統一意

思を持って行動していきます。

　　取締役社長　浅野高志　

　ニッセイエコ本社はニッセイグループの取りまとめと指令本部

となっております。

　足踏みしている事業所があれば、全社を上げて集中サポートを

行います。本社営業部隊は国内のみならず海外営業も並行してバ

ックアップをする事を今期は強化する方針です。

　本来、営業マンの常識では、新規獲得から売掛金回収まで一手

で担うのがセオリーです。しかし、当社の営業スタイルはユニー

ク手法。その人の特長をフルに発揮させる効果主義を採用してお

ります。

　その手法とは、１ヶ月訪問件数４０件を超える突撃隊が新規営

業をする、見積もりは事業所と責任者にバトンタッチ、最終段階

の契約決めでは意欲的な責任者が駒を進める仕組みです。

外国人社員50％に肉薄

国
ニッセイエコ 日本工場の社員割合

他

インドネシア

ベトナム

中国

日本

　ニッセイエコの社員（藤沢、那須）の

中で外国国籍の社員の割合が50％

に肉薄しています。

　いつもどこかで他国の言語が飛び

交う社内。そんな光景があたりまえ

に感じられるようになりました。

※英語レッスンも毎週実施中。

外国計　     25         41%

中国           6         10%

日本　　　  36　　　　59%　

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ        8         13%

ﾍﾞﾄﾅﾑ          8         13%

ペルー         1           2%

タイ            1           2%

台湾           1           2%

人数 割合

合計　      61         100%

グローバル企業だから出来る！！

59%　

10%

13%

13%
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噂の現場!! ニッセイグループ!!

中国

グローバル戦略（営業編）

上海
恵州

日本
藤沢
那須

東南アジア
ベトナム

インドネシア

・同じ製法

・同じ機械

・同じ材料

営業ネットワーク強化により

海外案件も密に御相談承ります。

お客様のグローバル戦略のパートナ－

として、ニッセイグループをお選びく

ださい。

●インドネシア

●上海

●恵州

●藤沢

●那須

●ハイフォン

●ホーチミン

日本

中国

ベトナム

インドネシア

ｺﾙｹﾞｰﾄ ﾁｭｰﾌﾞ 射出DIP

●

●●●●

●●●

● ● ●

● ●

ニッセイグループマップ

日本、中国、東南アジア圏

どこの工場でも

同じ品質で提供が出来る!!

安心して下さい!!

本社において品質一元管理!!

●

ニッセイグループ生産アイテム

コルゲートチューブ

ＰＶＣチューブ

ＤＩＰ製品

射出成形製品
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何鳳娟

Quickship vol.24

野崎晋 

村田洋

日本中国

戴杰

及川淳男（金型製造部→営業部）小林茂由起(品質管理部→営業部）

王舒逸

このたび営業業務に携わることと
なりました。
第一にお客様の声、そして製造現場
の声をしっかりと受け止めより良い
製品をお届けできるよう努力いたし
ます。
金型製作で培った経験を生かした
自分なりの営業スタイルを
築いていきたいと思います。

仲相俊

ニッセイグループ営業マン紹介

上海/恵州

毛星文

梶本直樹

容錦漫

東南アジア

先ずはお客様の「声」を大切にし、
常にご満足頂ける製品の提供を
心掛けて参ります。
又、新人という肩書きに甘んずること
なく、日々の業務に取り組みます。
ニッセイエコグループの中でも常に
№1の営業と言われるよう日々精進
していく所存です。

小林茂由起

及川淳男

営業部長・井上仁

新人営業マンからのご挨拶(他部門からの抜擢）NEW FACE

クレスナNgo Thu Yen Nguyen Thu Trang

恵州

インドネシアベトナム ベトナム ベトナム

恵州

上海 上海

営業マン一丸となって対応させていただきます!!

Dao Thi Thu Thuy

ベトナム

李新梅

恵州

(趣味:映画鑑賞) (趣味:旅行) (趣味:マラソン)

(趣味:カラオケ) (趣味:映画鑑賞) (趣味:映画鑑賞)

(趣味:サッカー)

(趣味:車、つり、野球) (趣味:車、つり、熱帯魚)

(趣味:旅行) (趣味:旅行)

(趣味:バトミントン)

(趣味:仕事一筋、特技:将棋)

(趣味:旅行と水泳) (趣味:旅行と料理) (趣味:新聞と雑誌を読む)(趣味:カラオケ、音楽鑑賞)
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新発売！！

詳細は弊社営業まで

お問い合わせ下さい

御要望にお応えして

梱包仕様改善のご提案 

今までφ32までしか
対応できませんでしたが
φ36も対応可能になりました。
これからもお客様の声を大切にして、
対応させていただきます。

Quickship vol.24

３6φコルゲートチューブ

ついに登場

ＨＯＴ!! 最新ニッセイニュース!!

持ちやすく、多くの

メーター数の収納が

可能になりました

新梱包仕様登場！！

φ36!!

φ32

φ28

ニッセイエコ
コルゲート太物シリーズ

持ちづらいというお客様のご意見があり、
改善いたしました。
これからも多くのご意見を、
お待ちしております。

詳細は弊社営業までお問い合わせ下さい

φ36
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お待たせいたしました！！
ついにベトナムでＤＩＰ製造ができます！！
ベトナム進出企業様のご要望にお応えして
現地調達が可能になります。
百聞は一見に如かず！！

ＤＩＰ成形ライン導入

「VIETNAM AUTO EXPO 2015」へ出展

特設商品展示ブースでラインナップをご説明

Quickship vol.24

噂の現場レポート!! ～ベトナム工場～

クリーンルーム増設

ベトナム工場でおいても
医療関係の作業が
対応できるように
増設をいたします。

※写真はイメージです

お待たせいたしました！！

※写真はイメージです

当社製の鼻孔酸素
カニューラです。

在宅医療業界で
No1のシェアを
誇る人気商品
です。

※写真の作業者は日本での研修を受けて、技術を習得しました

ベトナムハノイ市にある”ＶＥＦＡＣ”にて
2015年6月17日～20日までの4日間開催された
「ＶＩＥＴＮＡＭ　ＡＵＴＯ　ＥＸＰＯ　2015」へ
出展いたしました。当社のディップ製品を中心とした
製品ラインナップを日系企業様、ローカル企業様の
購買、技術の御担当者様にご紹介させて頂きました。
期間中の会場は熱気、活気があり大盛況でした。
昨今、ベトナム進出企業様が増加している状況の中、
現地調達のニーズも高まってきており、ニッセイグル
ープは皆様のお役に立てると確信しております。
又、ベトナムでの展示会も年々規模が大きくなってき
ており、来場者数も増えてきているようです。
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噂の現場レポート!! ～那須工場～

作業効率UP！！

他の企業様同様、当社もメスを入れました。
省経費設備委員会の徹底的な数値分析により、
全体－部門－個人の作業状況を管理し、発信する
ことで、目標達成への意識が変わりました。これ
からも継続していき、残業”０”を目指します。

残業０(ゼロ)運動

新システム導入で以下の改善効果が見えております。
今後は自動化を進めていき、更なるハイスペックな業務を目指します
・生産管理による製造計画の確立、製造工程の安定化
・バーコードでの在庫管理による出荷工程の確立

新システム導入

売上対比残業時間の推移

一人当たり平均残業時間の推移 個人別月次残業時間の推移 個人別残業時間の減少比較

～旧製造体制～
メリット
・受注型生産に向いている
・体系がシンプル（分かり易い）
デメリット
・在庫が把握出来ない
・見込み生産には向いていない
・作業指示書にのみ頼っているので、紛失したら納期遅れ
・短納期に弱い
・生産の波が大きい（忙しいor暇）
・受注・過去実績が事務所しか分からない。
・注文と製品が合致しているのか、人の確認だけ。

～新製造体制～
メリット
・在庫・受注状況・過去実績が把握でき、尚且つ誰でも
　確認出来る
・見込み生産・受注生産どちらにも対応出来る
・製造抜け、出荷漏れなどが起こり難い
・見込み生産が可能なので、短納期に対応し易い
・生産の平均化がし易い
・注文と製品が合致している事をシステム上確認出来る
　ので、ミス削減に寄与
・生産を全体的に管理し易い。
デメリット
・システムが複雑になり、人を選ぶ
・管理する為に工程及び工数が増えた。

生産計画による作業指示書と現品票のセット

見込み生産

製造

バーコード受入・在庫

出荷生産管理

出荷指示書 バーコード出荷処理



P-7

Quickship vol.24

【物故者慰霊祭】

【３年後の夢計画】

【宴会】

　去る4月10日～11日に「物故者慰霊祭＆３年後夢計画イベント」と「社会見学」を開催いたしました

国内TOPICS

仕事、自分、家庭の3年後の夢を描き、全社員の前で発表して、みんなで夢を応援します。 

会社の為に尽力された物故者の方々へ感謝を込めて、厳かに執り行われました。

【二宮尊徳記念館とアサヒビール工場見学】

祭主の浅野社長の荘厳な
奏上が響きます

さっそうと
装束師の女性達 献饌。

半数以上が新しい顔ぶれ

ニッセイトレーディングタイランド
ケマサ社長もご参列いただきました雅楽総勢12名。回を重ねる毎に

腕を上げています

本社と那須交えて喧々諤々
部門毎に夢計画をまとめます 研修生達は勉強会

日本について
いざ発表。
よろしくお願いします！

発表後、全員で夢に
向かってがんばれ！

代表も最後に発表

終わりに笑顔で記念撮影

雨天でクリーンキャンペーンから社会見学に変更。しかし、目からウロコの連続でした

資料館にてガイド担当の方の
説明。新設丁寧な対応に感謝

尊徳先生の生家にて。熱心に
ガイド担当の方の説明を聞く

尊徳先生の銅像の前で
代表も一緒に記念撮影 アサヒビール工場前で記念撮影

中は撮影禁止でした

開始前。
空腹で待ちわびてます

乾杯～です。

ゲームとはいえ、
日常のストレス発散
になった!?ようです

女性による人気投票前
勢ぞろい。圧巻です。

人気投票1位で
本当に喜んでる!?

締め担当者!?による
かけ声。締まりました

楽しく飲んで騒いでコミュニケーションＵＰ。普段見せない顔に発見の連続でした。
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研修生検定合格

本社 ザオさん 那須 ヤンさん 那須 エンさん 那須 トゥイさん 本社 サルマントさん

◆本誌に関するお問い合わせ先

　　株式会社ニッセイエコ本社

　　神奈川県藤沢市用田475
　　TEL　0466-48-7572（代）
　　FAX　0466-48-8177

◆チューブ製品に関するお問い合わせ先

　　株式会社ニッセイエコ那須工場

　　栃木県那須塩原市四区町1540-1
　　TEL　0287-36-9811（代）
　　FAX　0287-36-9818

ホームページURL　http://www.nisseieco.co.jp

企画委員会

●本社勤務　業務部　張さん

●本社勤務　業務部　呉さん
　私は呉致婕と申します。出身は中国です。学生時代は経営学を勉強しておりました。趣味
は、映画鑑賞。特にアクション映画が好きです。休みの日には、よく映画館に行ったり、家で
DVDを見たりして過ごしております。
　一日も早く職場に馴染み、仕事が出来るようになりたいです。その為にパソコンのスキル
アップに努力をして参ります。色々とご迷惑をおかけするかと思いますが、一生懸命に頑張
りますので、ご指導のほど、よろしくお願いいたします。

編集後記
　4月に委員会再編があり、我がイントラネット委員会も顔ぶれがガラリと変わりました。

男性社員4名で草案、記事収集、校正と担当を振り分け、一致団結し、取り組んでおります。

このＱｕｉｃｋＳｈｉｐをより質の高い営業ツールとしても活用できる様にいたします。

これからも皆様へ多角的にニッセイエコを紹介していきたいと思います。

                                                                                 　　　　　　　　イントラネット委員会

　私は張卓廷と申します。7月26日生まれのアツイ獅子座です。大学在学中、写真撮影に関
心があり、写真協会というサークルに所属し、撮影に熱中しておりました。サークル活動で
新幹線や在来線で色々な場所へ旅行しておりました。その為、列車で旅行することが大好
きになりました。
　そんな趣味が高じて、日常生活や旅行の時にもカメラやノートパソコンを持ち歩いており、
パソコンの使い方もかなり上達いたしました。そのスキルを生かし、システム開発のお役に
立てればと考えております。これからよろしくお願いします。

オンラインショップ「ＣＡＰＣＯ」 URL　http://www.capco.jp

がんばったベトナム＆インドネシア研修生！！やったね！！

●本社勤務　研修生（ベトナム工場から）　ハイさん
I'm Nguyer Miuh Ｔhai from Vietnam. I'm 23.
Life was good to me when it brouｇht me to Nisseieco Japan.
I'm ｈere I can learn more, cultivate the miuel and the courage.
Working with modern machines, modern technology is really interesting.
I hope the company will get more abundane, more prosperity in the future.
Thank for lefting to write these words.

本社 フエさん


