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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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◎◎◎◎ニュースリリース ニュースリリース ニュースリリース ニュースリリース / / / / パブリシティパブリシティパブリシティパブリシティ◎◎◎◎ニュースリリース ニュースリリース ニュースリリース ニュースリリース / / / / パブリシティパブリシティパブリシティパブリシティ◎◎◎◎ニュースリリース ニュースリリース ニュースリリース ニュースリリース / / / / パブリシティパブリシティパブリシティパブリシティ            

 

職    種 ： 技術職（IA）インダストリアルオートメーション  

業務内容 ： 自動化に関する各種制御装置 

     （PLCによるシーケンス制御）の設計、製作 

          プラント計装制御設計、電気機器の設計・製作、 

          各種配電盤及び制御盤の設計・製作  

職    種 : 技術職（OA）オフィスオートメーション  

業務内容 ： 各種ソフトウェア、各種データベースシステム、 

           Webシステム開発  

      ＜開発環境＞  

         言語：C、C++、C#、VB、Java、ASP  

         DB：SQLserver、Oracle  

           OS：Windows、Linux  

職    種 ： 営業職  

業務内容 ： 当社が取扱う各事業におけるシステム提案型の 

      営業です。  

      お客様の要望を吸上げ、社内の技術者と共に提案を 

      行っていきます。  

      PDCAサイクルの手法に沿って活動することにより、 

      お客様の要望を実現していく仕事です。 

＜＜＜＜平成平成平成平成26262626年春新卒採用年春新卒採用年春新卒採用年春新卒採用＞＞＞＞    ＜＜＜＜中途採用中途採用中途採用中途採用＞＞＞＞    

職    種 ： 情報処理技術職（OA） 

業務内容 ： ソフトウェア設計及びプログラミング  

     要件定義、設計、総合検査、納入作業、保守   

職    種 ： 計装・制御技術職（IA） 

業務内容 ： 各種制御装置の設計・製作・現地調整  

     各種配電盤の設計・組配・現地調整 

     （プラントや製造ラインの制御装置を扱う仕事です。）  

  現在、亀山電機では新卒者・中途採用者あわせて下記の募集を行っております。 

職    種 ： 計装・制御技術者（FA） 

業務内容 ： 各種制御装置の設計・組配・現地調整  

     各種配電盤の設計・組配・現地調整 

     （プラントや製造ラインの制御装置を扱う仕事です。）  

佐世保事業所佐世保事業所佐世保事業所佐世保事業所でもでもでもでも求人開始求人開始求人開始求人開始しましたしましたしましたしました!!!!!!!!    

◎◎◎◎今後今後今後今後のののの予定予定予定予定◎◎◎◎今後今後今後今後のののの予定予定予定予定◎◎◎◎今後今後今後今後のののの予定予定予定予定   
【展示会・セミナー】 

【ニュースリリース予定】 

日時：2013年10月22日(火)13:00～16:30 

会場：三菱重工業 長崎造船所 本館 地下会議室 

 

シーメンス、リタール、EPLANの製品展示及びセミナー 

 

セミナー内容 

 「PLCの開発ツールとEPLAN連動」 

 

10月 リタール マーケティングサイト開設 

職    種 ： 営業職  

業務内容 ： 当社が取扱う各事業におけるシステム提案型の 

      営業です。 お客様の要望を吸上げ、社内の技術者と 

      共に提案を行っていきます。  

      PDCAサイクルの手法に沿って活動することにより、 

      お客様の要望を実現していく仕事です。 

【セミナー】 

日時：2013年10月22日、23日(火)10：00～16：45（昼休憩45分） 

会場：高度ポリテクセンター（千葉市） 

セミナー内容 

 「海外仕様制御盤設計技術」 

http://www.apc.jeed.or.jp/seminar/course/13semiD210.html 

◎◎◎◎求人状況求人状況求人状況求人状況◎◎◎◎求人状況求人状況求人状況求人状況◎◎◎◎求人状況求人状況求人状況求人状況   

＜ニュースリリース＞ 

 ＊ベトナムの企業より制御システムを受注のご報告 

 ＊佐世保事業所新設のお知らせ 

 ＊長崎から日本発!！電機設計技術者のための技術ハンドブック完成のお知らせ 

 ＊株式会社亀山電機は、長崎県高総体を応援しています 

＜パブリシティ＞ 

 ＊佐世保事業所新設について長崎新聞（経済かわら版）で紹介されました 

 ＊日刊工業新聞・勝つ中小企業のものがたりに亀山電機が記載されました 

 ＊長崎新聞に亀山電機が記載されました 

 ＊亀山電機 北口功幸が日刊工業新聞に掲載されました 

 

 

【システムコントロールフェア2013】 

日時：2013年11月6日（水）～8日(金) 

会場：東京ビッグサイト 
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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。 

 

    １１１１．．．．顧客顧客顧客顧客のののの信頼信頼信頼信頼をををを第一第一第一第一にににに誠意誠意誠意誠意をもってをもってをもってをもって行動行動行動行動するするするする    

    ２２２２．．．．技術力技術力技術力技術力・・・・管理力管理力管理力管理力をををを高高高高めめめめ、、、、信頼性信頼性信頼性信頼性のののの高高高高いいいい製品製品製品製品をををを作作作作りこむりこむりこむりこむ    

    ３３３３．．．．基本基本基本基本をををを守守守守りりりり、、、、品質品質品質品質・・・・原価原価原価原価・・・・納期意識納期意識納期意識納期意識にににに徹徹徹徹するするするする    

 

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。 

  

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

（2013年9月現在）にまでなりました。 

 

[システム技術部] 

62名（IA分野46名、ＯＡ・Ｗｅｂ分野16名）のうち、32名

(うち1名は産休取得中）が本社4階に常駐、29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] 

9名のうち7名（うち1名は産休取得中）が本社4階に、

2名が佐世保事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。 

[総務部] 

3名が在籍しており、本社4階で戦略的総務部門を目

指しています。 

[管理部] 

4名が在籍しており、本社4階で調達、品証、情報シス

テム、管理業務を通して社内の円滑な運営とお客様

の満足度を高めるための活動をコントロールしてい 

ます。 

４部門、総勢78名が「人」と「社会」の繋がりを創造します。 

組織図組織図組織図組織図    （（（（2013201320132013年年年年10101010月現在月現在月現在月現在）））） 

４４４４6666名名名名    １１１１6666名名名名    

3333名名名名    4444名名名名    9999名名名名    

◎◎◎◎資格認定資格認定資格認定資格認定およびそのおよびそのおよびそのおよびその取取取取りりりり組組組組みみみみ◎◎◎◎資格認定資格認定資格認定資格認定およびそのおよびそのおよびそのおよびその取取取取りりりり組組組組みみみみ◎◎◎◎資格認定資格認定資格認定資格認定およびそのおよびそのおよびそのおよびその取取取取りりりり組組組組みみみみ               

☑ ＩＳＯ(9001:2000、JIS Q 9001:2000)  

☑ 特定労働者派遣事業（特42-300472） 

☑ 一般建設業（電気工事業） 

☑ 電気通信事業（H-22-01105) 

☑ 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 

☑ リタール ゴールドパートナー 

☑ 三菱電機㈱ e-F@ctory Aliance  

☑ 東芝情報機器（株）販売パートナー 

☑（株）ネオジャパン販売パートナー 

◎◎◎◎業務内容業務内容業務内容業務内容（（（（このこのこのこの様様様様なななな仕事仕事仕事仕事をををを行行行行っていますっていますっていますっています））））◎◎◎◎業務内容業務内容業務内容業務内容（（（（このこのこのこの様様様様なななな仕事仕事仕事仕事をををを行行行行っていますっていますっていますっています））））◎◎◎◎業務内容業務内容業務内容業務内容（（（（このこのこのこの様様様様なななな仕事仕事仕事仕事をををを行行行行っていますっていますっていますっています））））   

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）【ＩＡ（ＦＡ＆ＰＡ）【ＩＡ（ＦＡ＆ＰＡ）【ＩＡ（ＦＡ＆ＰＡ）分野分野分野分野】】】】    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【ＯＡ【ＯＡ【ＯＡ分野分野分野分野】】】】    ソフトウェア・アプリケーション開発／ネットワーク構築等 

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

【【【【ホスティングホスティングホスティングホスティング分野分野分野分野】】】】WWWサーバ／メールサーバ／FTPサーバ等 

【【【【そのそのそのその他他他他のののの分野分野分野分野】】】】    特定派遣事業 
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◎◎◎◎社内行事社内行事社内行事社内行事のごのごのごのご報告報告報告報告◎◎◎◎社内行事社内行事社内行事社内行事のごのごのごのご報告報告報告報告◎◎◎◎社内行事社内行事社内行事社内行事のごのごのごのご報告報告報告報告            

佐世保事業所 / 〒859-3226 長崎県佐世保市崎岡町2720-8   TEL ： 0956-59-8305 FAX ： 0956-59-8306 

              佐世保情報産業プラザ第1棟1階     

本    社 / 〒850-0046 長崎県長崎市弁天町3番16号    TEL ： 095-864-7000 FAX ： 095-864-7001 担 当 

 

 

 

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    
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＜諏訪神社にて＞ 

6月15日、諏訪神社にて厄入り厄払いを行いました。

厄入の方は一年の無事と今後の飛躍をお祈りし、厄

払の方は厄年を無事に過ごせた御礼を申し上げて

きました。 

  

厄入：（男 41 昭和48年生 うし） 

   （男 25 平成元年生 へび） 

厄払：（男 26 昭和63年生 たつ） 

  

 【6月】 厄入り厄払い 

【8月】 納涼会 ＜水辺の森レストランにて＞ 

8月12日「水辺の森公園レストラン」で亀山電機の 

納涼会が開催されました。 

今回の納涼会を企画したのが7月初旬。まだ最高

気温が30℃を越えるかどうかといった頃でした。 

その時には、ここまで暑い日々が続くとは考えて

おらず、「BBQがいいんじゃないか」ということに

なりました。その結果、参加者の皆様に暑い思い

をさせる事になってしまい、反省する事しきりで

す。来年の企画の際には、この反省を活かしたい

と思います。 

◎◎◎◎平成平成平成平成◎◎◎◎平成平成平成平成◎◎◎◎平成平成平成平成252525252525252525252525年度年度年度年度年度年度年度年度年度年度年度年度            新入社員新入社員新入社員新入社員新入社員新入社員新入社員新入社員新入社員新入社員新入社員新入社員               

平成25年4月、亀山電機に4名の新人が入社しました。 

入社より1ヶ月間は、管理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。 
 

 ＜入社式にて＞ 

 

 

写真 後列 左より    

    ・栗田浩一 （管理部） ・北口功幸 （代表取締役） 

 ・井下等  （営業部） ・前田康太郎（総務部）  

前列 新入社員 左より 

 ・松尾博貴（システム技術部） ・伊藤翔太（システム技術部） 

 ・平山恵美（システム技術部） ・木村健介（システム技術部）  


