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技術を通して「人」と「社会」のつながりを創造します。 

詳細情報はホームページをご覧下さい。 http://www.kameyama-grp.co.jp 

Eメールによるお問合せはこちらへ    info@kameyama-grp.co.jp 

佐世保営業所/〒857-0877 長崎県佐世保市万津町7番6号403号 

       電話 ： 0956-24-4003 ファックス ： 0956-24-4003 

本    社/〒850-0046 長崎県長崎市幸町2番17号 梅村組ビル3F 

       電話 ： 095-832-4330 ファックス ： 095-832-4331 

担 当 

 

広報担当日記 
           １９５１年以降で最も遅い梅雨明けとなった２００９年。 

本社屋上より稲佐山を眺めていると、３本もの飛行機雲が稲佐山を中心に放たれていました。 

８月７日は立秋（暑さのきわまる日）、８月２３日は処暑（暑さが止む）、あっという間に白露（9/8）、秋分（9/23）

へと季節は秋へと移って参ります。とは言えども、ここは残暑厳しい長崎。 

皆様におかれましては、体調管理に十分ご注意下さい。 了            総務部 広報担当 

        [入社式にて]

平成21年度 新入社員 

平成21年4月、亀山電機に2名の新人が入社しました。 

入社より1ヶ月間は、総務部で社会人としてのマナーや、亀山電機全体の事に

ついて学び、その後、システム技術部に配属されました。日々精進して参りま 

すので、どうぞお見知りおきのほどよろしくお願い致します。 

 

 写真左より 

 ・松尾一郎（システム技術部） 

 ・桒野正道（総務部） 

 ・新入社員 江川友也（システム技術部）/県立長崎工業高等学校 機械科卒 

 ・北口功幸（代表取締役） 

 ・新入社員 朝山竜介（システム技術部）/県立長崎高等技術専門校 電気配管システム科卒 

 ・松尾光広（管理部） 

 ・井下等 （営業部）

記念すべき創刊号では、現在、ホームページ全面リ

ニューアルのご注文を頂いている「光日光グループ

様」をご紹介します。介護タクシーを初め、環境に配慮

したハイブリッドカー（プリウス）を導入するなど、長崎

県のタクシー業界において、先駆者的な経営をしてい

らっしゃる会社です。車体の色が紺色（新型プリウスは

黒）であることから、少し割高なイメージがあるようで

すが、通常の料金（小型）と全く同じなので、是非とも

ご利用下さい。 

亀山電機で制作中のホームページにご期待下さい。  

  ◆ 配車センター 095-823-8888 

  ◆ ＵＲＬ http://www.hikaritaxi.co.jp/ 

お客様のご紹介 総務部のＭＮです。 

職業柄、なかなか体を動かす機会がないので、高松バレエス

タジオの『入門クラス（水曜日）』と『ストレッチクラス（木曜日）』

に通っています。 

水曜日の『入門クラス』は19時15分から20時30分、 

木曜日の『ストレッチクラス』は19時から20時まで行われており、どちらの

クラスとも、仕事が終わってから通える時間帯になっています。 

（男女問わず、亀山電機の社員約8名の人がこのバレエスタジオの生徒

さんです） 体を動かす事で、気分転換やストレス発散になりますよ。 

詳細は、長崎市天神町1-36 電話095-826-0708 へどうぞ。 

特命記事 （スタッフの素顔をご紹介します） 

 

亀山電機なんでもベスト３ 

[出身校] 

1位…長崎総合科学大学 

2位…長崎工業高等学校 

3位…佐世保工業高等専門学校 [干支] 

1位…寅（9名） 

1位…亥（9名） 

3位…巳（8名） [生まれ年] 

1位…昭和49年生（6名） 

2位…昭和40年生（4名） 

2位…昭和58年生（4名） 

漢字を置き換えると

「虎」「猪」「蛇」 

強いイメージの動物が

上位を占めました。 

地元、長崎出身のスタッフが頑張っています。 

当然のことながら理系出身者が多いですね。 

ちなみにスタッフの平均年齢は36.1 歳です。

（2009年8月現在） 
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業務内容 （この様な仕事を行っています） 

長崎県より全国、世界へ向けてをモットーに、 

ＰＬＣ（シーケンサー制御）、計装制御設計、ソフトウェア・アプリケーション開発、 

ネットワーク構築、ホームページ制作、ホスティングサービスなどを展開。 

【ＩＡ（ＦＡ＆ＰＡ）分野】 ＰＬＣによるシーケンス制御／計装制御設計／制御盤の設計・製作等 

【ＯＡ分野】 ソフトウェア・アプリケーション開発／ネットワーク構築／パソコンおよび周辺機器の販売等 

【Ｗｅｂ分野】 ホームページ制作（PC版、携帯版）／アクセス解析／ＳＥＯ対策等 

【ホスティング分野】 WWWサーバ／メールサーバ／FTPサーバ等 

【その他の分野】 Yahoo!ショッピングおよびYahoo!オークション取次店／特定派遣事業 
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ごあいさつ （創刊にあたって） 

こんにちは！亀山電機です。 

お取引を頂いているお客様から、亀山電機をまだご存知でない方まで、 

幅広い読者を想定した新たな企画、亀山電機の情報誌 「かみろぐカメデン」 を発行する 

ことになりました。「亀山電機？電気工事屋さん？」 という声も耳にしており、 「正しい情

報を発信し、まずは理解をしてもらわなければ何も始まらない」 ということから創刊号の

制作に取り掛かりました。記念すべき創刊号は、弊社の紹介を中心に、写真なども織り交ぜ

ながら制作してみました。 取扱う業務が幅広い亀山電機のことについて、少しでも理解

を深めて頂き、もっと身近な存在になれることを切に願っております。 

資格認定およびその取り組み  
☑ ＩＳＯ(9001:2000、JIS Q 9001:2000)  

☑ Ｐマーク(第18820053（01）号、JIS Q 15001:2006) 

☑ 特定労働者派遣事業（特42-300472） 

☑ 一般建設業（電気工事業） 

☑ 商標「BROAD-KIDS」登録(商願2004-117479）  

☑ シーメンス・ソリューション・パートナー 

☑ オムロン・ソリューション・パートナー 

☑ 東芝情報機器（株）販売パートナー 

コンプライアンス 
確かな技術と信用を 
堅持する亀山電機です。 

          【品質方針】 

当社は「顧客に満足していただける品質」を基本方針とし、 

下記の方針を定めています。 

 

 １．顧客の信頼を第一に誠意をもって行動する 

 ２．技術力・管理力を高め、信頼性の高い製品を作りこむ 

 ３．基本を守り、品質・原価・納期意識に徹する 

 

亀山電機は、これらを実現するため、2004年3月にISO9001を 

取得、さらなる顧客満足度向上を図るため2009年4月に管理部 

を新設、継続的改善のもとＱＭＳを強化して参りました。 

み ろ ぐ メ ン デ カ 
か 2009 

創刊号 

亀山電機がお届けする亀山電機の情報誌「かみろぐカメデン」 
ブログならぬ、Paper（紙）とLog（ログ）の造語＋亀山電機の略称（カメデン） 
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 株主については、大手企業の資 

 本がまったく入っておらず、ス 

 タッフから募った出資金で成り 

 立っています。そして、その資本

金は2,080万円（2009年8月現在）にまでなりました。 

[システム技術部] 

 58名（IA分野47名、ＯＡ・Ｗｅｂ分野11名）のうち、30名が 

 本社3階に常駐、28名がお客様の下へ通い、日々の業務 

 に対応しています。 

[営業部] 

 6名のうち5名が本社4階に、1名が佐世保営業所に常駐し 

 幅広い知識と経験でお客様の要望にお答えしています。 

 （詳細については、下記部門のご紹介をご覧下さい） 

[総務部] 

 5名が在籍（うち1名は産休取得中）しており、本社4階で 

 戦略的総務部門を目指しています。 

[管理部] 

 1名の品質管理責任者が常駐し、お客様の満足度を高め 

 るための全ての活動をコントロールしています。  

Page 2 

【4月】 風頭公園で毎年恒例のお花見を行

いました。 今年は強い雨に見舞われ、決行

するか否か、ギリギリまで協議しましたが、

ブルーシートをテント代わりに使い決行！

当日の花見客はわずか２組でしたが、テント

の下に寄り添って行った宴は大いに盛り上

がり、良き思い出となりました。 

   [龍馬像前での集合写真] 

社内行事 

             [技能コンクールの模様] 

【7月】 スタッフの提案から、新しい試みの「技能紹介コンクール」を実施しました。 

これは、日常業務で学んだ「情報」や「技術」を互いに紹介することで、全スタッフの技

術力発展と相互関係強化に役立てるもので、技術系にこだわらず、総務部や営業部か

らも参加。プレゼン資料の作成から話し方までを各セクションで工夫し、参加者全員によ

る投票で順位を争います。ある先輩からは鋭い質問が飛び出し、別の先輩がこれを弁護

するなど、終始和やかな雰囲気の中で有意義な時間を過ごしました。 

            

４部門、総勢70名が「人」と「社会」の繋がりを創造します。 

[営業部のメンバー] 

組織図 （2009年8月現在） 

４７名 １１名 

部門のご紹介 （営業部） 

本社4階に席を構える営業部。北は関東、中部地方から南は鹿児

島まで…昼夜を問わずお客様のために飛び回っています。 

基幹システムのご提案からホームページのリニューアル、パソコ

ンの購入、その他機器の選定からシステム構築まで、その守備範

囲は多岐に渡ります。 

今年度より新たな取組みとして、ゴルフコンペやバーベキューを

企画し、お客様との交流を深める活動も始めました。 

          写真左より 

   ・川村慎吾（フィールドエンジニア） 

   ・平山栄治（主事） 

   ・坂本恵子 

   ・井下等 （部長代理） 

   ・今泉香 （アシスタント） 

   ・樋渡修二（佐世保営業所 所長） 

まずは、お気軽にご相談下さい。 

5名 １名 6名 
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創刊号 

システム名：工場ライン制御 

納品先：国内太陽電池工場 

概要：制御ソフト設計、工場調整、現地調整 

備考：国内PLC 

システム名：安全PLC（S7-400FH）ｿﾌﾄ開発 

納品先：─ 

概要：─ 

備考：─ 

システム名：SIEMENS STEP7 基礎ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

納品先：自動車部品製作会社 

概要：─ 

備考：─ 

システム名：計装制御 

納品先：国内外各種プラント 

概要：制御ソフト設計、HMI画面設計 

備考：国内DCS 

システム名：制御設計 

納品先：海外火力発電所 

概要：制御ソフト設計、HMI画面設計 

備考：海外PLC 

システム名：計装設計 

納品先：海外火力発電所 

概要：各種計装品の設計業務 

備考：─ 

システム名：制御設計 

納品先：国内外風力発電設備 

概要：制御盤設計 

備考：海外PLC 

システム名：計装設計 

納品先：国内外発電設備 

概要：各種計装品の設計業務 

備考：─ 

システム名：建設業向総合システム 

納品先：Ｍ建設（株）様 

概要：工事原価管理・財務・給与・作業所管理システム 

備考：─ 

システム名：販売および顧客管理システム 

納品先：窯元様 

概要：ＰＣポス 

備考：─ 

システム名：ホームページ制作 

納品先：（株）九州ハセック様 

概要：英語対応ホームページ制作 

備考：─ 

システム名：ホームページリニューアル 

納品先：長崎西ロータリークラブ様 

概要：─ 

備考：─ 

システム名：ホームページ制作 

納品先：（株）元船光タクシー様 

概要：全面リニューアル 

備考：─ 

ただいま仕事中（システム技術部） 

亀山電機のおススメ情報 （ホームページ制作 ・ リニューアル） 

 長崎県でホームページ制作会社をお探しの皆様へ。 

 亀山電機が運営する「BROAD-KIDS」はＷｅｂに関する豊富な経験をもとに、ホームページ制作、ホス   

 ティングサービス・ドメイン取得代行から年間保守サービスによるアフターケアまで、インターネットに 

 よるビジネスを全面的にサポート致します。 

 

 亀山電機で新規制作またはリニューアルをお任せ頂いたホームページの一部をご紹介致します。 

長崎新地中華街 様 

長崎新地中華街のオフィシャルサイト。ちゃん

ぽんや皿うどんを始めとした中華料理店、色

とりどりの中国雑貨店など、長崎新地中華街

の魅力をご紹介しています。  

ネッツトヨタ長崎 様 

長崎県のネッツトヨタ「ネッツトヨタ長崎」の公

式ホームページです。ネッツトヨタ長崎はお客

様の様々なニーズに合ったサービスを提供さ

れています。  

株式会社西海建設 様 

西海建設は徹底した現場主義で高い技術力

を研鑽・維持し、自然環境と地域発展の調和を

高いレベルで実現できる企業を目指しておら

れます。  

財団法人 長崎県交通安全協会 様 

長崎県交通安全協会は明るい「安全な我が

街」をつくるために設立された団体で、長崎

県交通安全協会の活動等をご紹介していま

す。  

有田工業株式会社 様 

鉄鋼製品に高い耐食性を持つ溶融亜鉛めっ

きや、耐候性に優れた粉体塗装を施し、信頼

性や美観を向上させ、付加価値を高めておら

れる企業です。  

長崎大島醸造株式会社 様 

うまさに技あり。味にきわみあり。呑みやすさ

は天下一品、何も加えない、生粋の本格焼酎

の味と香りをご紹介しています。  

亀山電機では企業様向けにホームページの無料診断を行っており、サイト構築・デザイン・ＳＥＯ的な視点から簡単な診断を行い、 

その結果をメールにて返信するサービスをご提供しております。 

詳しくは亀山電機ホームページの専用フォームより、お気軽にご相談下さい。 

 https://ilssl1.broad-kids.jp/kame/bk/diagnosis/diagnosis.html 

 ※無料診断は1回限りとさせて頂きます。また、一部、ご利用頂けないサイトもございます。 

技術者情報 （特定派遣情報）  詳細についてのお問合せは担当の営業にお尋ね下さい。 
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