
 

PUB13-NR-001-00-00 

 

みみみみ    ろろろろ    ぐぐぐぐ    メメメメ    ンンンン    デデデデ    カカカカ    
かかかか    2014.12014.12014.12014.1

NO.4NO.4NO.4NO.4    

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 ◎◎◎◎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 ◎◎◎◎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             

 

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、      

＜＜＜＜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＞＞＞＞    

  現在、亀山電機では、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   
【講演会】 

出島ビジネススクール 

 日時：2014年1月31日（金）16：00～18：30 

 会場：ながさき出島インキュベータ（D-FLAG） 

    2階会議室（長崎市出島町1-43） 

 講師：北口 功幸 

 主催：（独）中小機構ながさき出島インキュベータ 

 

【バーベキュー（カキ焼き含む】 

 日時：2014年2月8日（土）12：00～ 

 

【ゴルフ（龍馬杯）】 

 日時：2014年3月8日（土） 

◎◎◎◎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   

 
*日本初！！世界トップシェアのリタール販売サイト完成のお知らせ 

リタールの制御盤筺体（エンクロージャー）や制御盤用クーラーの

紹介と販売を実現するためのサイト「「「「リタールリタールリタールリタール販売販売販売販売.COM.COM.COM.COM」」」」を

2013年11月21日に、Ｗｅｂ上へ公開致しました。 

http://www.kd-rittal.com/  

＜＜＜＜中途採用中途採用中途採用中途採用＞＞＞＞    

職    種 ： 情報処理技術者（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。）  

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。 

職    種 ： 電気製図工（IA） 

業務内容 ： 船舶及びプラント等のAuto CADを使用した 

      電気工事図面の作成業務   
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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

にまでなりました。 

 

[システム技術部] 

58名（IA分野42名、ＯＡ・Ｗｅｂ分野16名）のうち、32名

(うち1名は産休取得中）が本社に常駐、26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] 

4名が在籍しており、本社で戦略的総務部門を目指し

ています。 

[管理部] 

5名が在籍しており、本社で調達、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76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    （（（（2014201420142014年年年年1111月現在月現在月現在月現在）））） 

４４４４2222名名名名    １１１１6666名名名名    

4444名名名名    5555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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＜さくら亭にて＞ 

10月7日は亀山電機の創立記念日です。今年で創立十七

周年を迎えました。 

そして、10月5日には創立を記念して毎年恒例のお祝い

の宴がありました。 

入社の方々の紹介や表彰式、100円ジャンケンゲーム等

で盛り上がり、皆さん楽しんでました。 

私が亀山電機にお世話になるようになって12年になりま

す。随分と社員数も増え、時間の流れというのは早いも

のだなぁと実感します。。        

    【【【【10101010月月月月】 】 】 】 創立記念日創立記念日創立記念日創立記念日    

【【【【12121212月月月月】 】 】 】 忘年会忘年会忘年会忘年会    

＜そく彩にて＞ 

12月27日に亀山電機忘年会を執り行いました。 

最終出勤日にも関わらず、予想外に多くの方々に

出席して頂き、ありがとうございました。 

               （幹事会より） 

◎◎◎◎表彰表彰表彰表彰◎◎◎◎表彰表彰表彰表彰◎◎◎◎表彰表彰表彰表彰   
SIEMENS Sales Award FY12/13SIEMENS Sales Award FY12/13SIEMENS Sales Award FY12/13SIEMENS Sales Award FY12/13    受賞受賞受賞受賞 

2013年11月20日、東京大崎のゲートシティ大崎シーメンス

フォーラムジャパンで開催された第8回シーメンスソリュー

ションパートナーカンファレンスにおいて売上で表彰され

ました。 

今回もシーメンス・ジャパン前期のビジネスレビュー、来期

のパートナープログラムの説明、新製品S7-1500の販売

開始などが発表されました。 

前期の売上目標達成に対する表彰で亀山電機は目標達

成率125％ということでSIEMENS Sales Award FY12/13を

受賞いたしました。 

これもひとえに皆様のおかげと感謝いたしております。 

今期も目標達成に向けて営業活動を行っていきますので

ご尽力のほどよろしくお願いいたします。 

 


