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は人間の活動と密接に関係しているので、電力消費パターンから家庭のみならず企業の活

動の様子も知ることができます。逆に働く人の行動パターン（出社、休憩の時間等）を変えることで、電力

情報としても活用され新たなサービ

皆さんのお役に立てるよう努力

長谷川電気工業所  

長谷川雄一 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 月 1

社員全員で

企業の方には経費削減

エアコンなど

各担当者に意気込みやお客様の反応を聞いてみました。

本社担当：

 １年間の感謝をこめて、お求めやすい

価格に設定してルームエアコンのチラシ

を作成しました。

各メーカー取扱

気軽にお問い合わせ

 

環境営業部

東京はお客様の数は他の拠点よりも圧倒

的に多いのですが、その分競争も

です。今回のキャンペーンでは、商品は

省エネ系の商品を中心に、お客様は主に

福祉施設、病院を

  

1 日から 6 月

社員全員で、お客様

企業の方には経費削減

エアコンなど数多く取り揃えています。

担当者に意気込みやお客様の反応を聞いてみました。

本社担当：工務部 渡辺次長

１年間の感謝をこめて、お求めやすい

価格に設定してルームエアコンのチラシ

を作成しました。 

各メーカー取扱いして

にお問い合わせ

環境営業部担当：東京営業所

東京はお客様の数は他の拠点よりも圧倒

的に多いのですが、その分競争も

です。今回のキャンペーンでは、商品は

省エネ系の商品を中心に、お客様は主に

福祉施設、病院を対象に

提案営業

月 15 日の間に

お客様のお役に立

企業の方には経費削減につながるもの

多く取り揃えています。

担当者に意気込みやお客様の反応を聞いてみました。

〈キャンペーン

渡辺次長 

１年間の感謝をこめて、お求めやすい

価格に設定してルームエアコンのチラシ

 

しておりますので、

にお問い合わせ下さい。 

東京営業所 大橋所長

東京はお客様の数は他の拠点よりも圧倒

的に多いのですが、その分競争も

です。今回のキャンペーンでは、商品は

省エネ系の商品を中心に、お客様は主に

対象に展開します！

提案営業

日の間に提案営業

お役に立てるような

につながるもの

多く取り揃えています。 

担当者に意気込みやお客様の反応を聞いてみました。

キャンペーン

１年間の感謝をこめて、お求めやすい 

価格に設定してルームエアコンのチラシ 

すので、お

大橋所長 

東京はお客様の数は他の拠点よりも圧倒

的に多いのですが、その分競争も激しい

です。今回のキャンペーンでは、商品は

省エネ系の商品を中心に、お客様は主に

展開します！ 

提案営業キャンぺ

提案営業キャンペーン

てるような商品

につながるものを、一般のお客様には

 

担当者に意気込みやお客様の反応を聞いてみました。

のチラシ（一部）

東港担当：

東港営業所として、一人ひとりのお客様

により良い商品の紹介や提案が出来れば

と思っております。所員一同、より良い

対応をめざし頑張ってまいりますので

今後とも宜しくお願い致します。

 

長谷川ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ担当：阿部

私たち

テナンスサービスです。設備

を考え、

の

お客様へ提供して参ります。

キャンぺーン

キャンペーンを実施しています。

商品、サービスを考えて

、一般のお客様には

担当者に意気込みやお客様の反応を聞いてみました。 

のチラシ（一部）〉 

東港担当：東港

東港営業所として、一人ひとりのお客様

により良い商品の紹介や提案が出来れば

と思っております。所員一同、より良い

対応をめざし頑張ってまいりますので

今後とも宜しくお願い致します。

 

長谷川ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ担当：阿部

私たちが提案

テナンスサービスです。設備

を考え、更新

のご提案しながら

お客様へ提供して参ります。

ーン 

を実施しています。

、サービスを考えて

、一般のお客様にはご好評を得ている

 

東港営業所 

東港営業所として、一人ひとりのお客様

により良い商品の紹介や提案が出来れば

と思っております。所員一同、より良い

対応をめざし頑張ってまいりますので

今後とも宜しくお願い致します。

長谷川ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ担当：阿部

提案するのは電気・設備のメン

テナンスサービスです。設備

更新時の負担を少なくする

ご提案しながら、より良い設備環境を

お客様へ提供して参ります。

 

を実施しています。 

、サービスを考えてご提案して

ご好評を得ている

 瀬賀所長 

東港営業所として、一人ひとりのお客様

により良い商品の紹介や提案が出来れば

と思っております。所員一同、より良い

対応をめざし頑張ってまいりますので

今後とも宜しくお願い致します。 

長谷川ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ担当：阿部ﾏﾈｰｼﾞｬｰ

電気・設備のメン

テナンスサービスです。設備の長寿命

負担を少なくする

より良い設備環境を

お客様へ提供して参ります。 

しております。

ご好評を得ている照明器具、

東港営業所として、一人ひとりのお客様

により良い商品の紹介や提案が出来れば

と思っております。所員一同、より良い

対応をめざし頑張ってまいりますので 

 

ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 

電気・設備のメン

長寿命化

負担を少なくするため

より良い設備環境を

おります。 

照明器具、



 

 

 

 

 

 

      

 

 

       

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

氏名：

➀時間を守ることへの意識が強くなりました。

②奥胎内ﾋｭｯﾃ

建物の中へ入って行くという経験

③この

楽しいところでもあると思います。

④多種

      新入社員が入社して約

貴重な戦力として日々活躍してもらっています。

そこで現在どんな心境なのか質問形式で聞いてみました。

       ＜質問＞

 ①入社直後と今で変わった所

 ④将来はどんな社員になりたいか

氏名：真保 麻人

時間を守ることへの意識が強くなりました。

奥胎内ﾋｭｯﾃ

建物の中へ入って行くという経験

この仕事には、

楽しいところでもあると思います。

多種多様であるこの仕事で、

特技は弓道です。よろしくお願い致します

新入社員が入社して約

貴重な戦力として日々活躍してもらっています。

そこで現在どんな心境なのか質問形式で聞いてみました。

＜質問＞ 

入社直後と今で変わった所

将来はどんな社員になりたいか

麻人（しんぼ

時間を守ることへの意識が強くなりました。

奥胎内ﾋｭｯﾃ現場です。通行止めの道を誘導車の先導で現場に向かい

建物の中へ入って行くという経験

仕事には、その時その場に応じた対応力が必要

楽しいところでもあると思います。

多様であるこの仕事で、

特技は弓道です。よろしくお願い致します

新入社員が入社して約 2

貴重な戦力として日々活躍してもらっています。

そこで現在どんな心境なのか質問形式で聞いてみました。

入社直後と今で変わった所 

将来はどんな社員になりたいか

（しんぼ あさと）  

時間を守ることへの意識が強くなりました。

現場です。通行止めの道を誘導車の先導で現場に向かい

建物の中へ入って行くという経験はとてもインパクトがありました。

その時その場に応じた対応力が必要

楽しいところでもあると思います。 

多様であるこの仕事で、自分自身の力で適切な対応が出来る一人前な職業人になりたいです。

特技は弓道です。よろしくお願い致します

新入社員紹介

2 ヶ月が経ちました。まだまだ慣れない様子ではありますが、

貴重な戦力として日々活躍してもらっています。

そこで現在どんな心境なのか質問形式で聞いてみました。

 ②入社して一番印象に残ったこと

将来はどんな社員になりたいか 

  所属：工務部

時間を守ることへの意識が強くなりました。 

現場です。通行止めの道を誘導車の先導で現場に向かい

はとてもインパクトがありました。

その時その場に応じた対応力が必要

自分自身の力で適切な対応が出来る一人前な職業人になりたいです。

特技は弓道です。よろしくお願い致します

新入社員紹介

ヶ月が経ちました。まだまだ慣れない様子ではありますが、

貴重な戦力として日々活躍してもらっています。

そこで現在どんな心境なのか質問形式で聞いてみました。

入社して一番印象に残ったこと

工務部  

 

現場です。通行止めの道を誘導車の先導で現場に向かい

はとてもインパクトがありました。

その時その場に応じた対応力が必要だと思います。

自分自身の力で適切な対応が出来る一人前な職業人になりたいです。

 

特技は弓道です。よろしくお願い致します！ 

新入社員紹介 

ヶ月が経ちました。まだまだ慣れない様子ではありますが、

貴重な戦力として日々活躍してもらっています。 

そこで現在どんな心境なのか質問形式で聞いてみました。

入社して一番印象に残ったこと

現場です。通行止めの道を誘導車の先導で現場に向かい

はとてもインパクトがありました。 

だと思います。

自分自身の力で適切な対応が出来る一人前な職業人になりたいです。

 

制御盤

 

ヶ月が経ちました。まだまだ慣れない様子ではありますが、

そこで現在どんな心境なのか質問形式で聞いてみました。  

入社して一番印象に残ったこと ③仕事の難しい所、楽しい所

現場です。通行止めの道を誘導車の先導で現場に向かい、電気の通っていない真っ暗な

だと思います。それが難しいところであ

自分自身の力で適切な対応が出来る一人前な職業人になりたいです。

制御盤の配線調査に奮闘中・・・

ヶ月が経ちました。まだまだ慣れない様子ではありますが、

仕事の難しい所、楽しい所

、電気の通っていない真っ暗な

それが難しいところであ

自分自身の力で適切な対応が出来る一人前な職業人になりたいです。

の配線調査に奮闘中・・・

ヶ月が経ちました。まだまだ慣れない様子ではありますが、 

仕事の難しい所、楽しい所

、電気の通っていない真っ暗な

それが難しいところであるとともに

自分自身の力で適切な対応が出来る一人前な職業人になりたいです。

の配線調査に奮闘中・・・ 

仕事の難しい所、楽しい所 

、電気の通っていない真っ暗な

るとともに

自分自身の力で適切な対応が出来る一人前な職業人になりたいです。 

 



 社内の話題が多く

の想い

員として加わった

わりが

あ

 

 

 

企画

検討を行っております。今後も皆さまのお役に立てる

ご要望等ありましたら、宜しくお願い致します。
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社内の話題が多く

の想いが伝わる紙面になればと思

員として加わった

わりができればと思い

あ 

       

1. わが社は、快適生活環境づくりを通じて、真に

豊かな社会の実現に貢献する。（存在意義）

2. わが社は常に挑戦し、革新しつづける。

         

3. われわれは、

（１）感

（２）協

（３）反

（４）明朗活発

（５）健康と家庭

   を重んじ、前進しつづける。

企画委員会活動内容

企画委員会

検討を行っております。今後も皆さまのお役に立てる

ご要望等ありましたら、宜しくお願い致します。

＜企画委員会

8 月 詳細計画検討

9 月 委員会ﾒﾝﾊﾞｰ各自

1 0 月 委員会ﾒﾝﾊﾞｰ各自

1 1 月 委員会ﾒﾝﾊﾞｰ各自

1 2 月 検討会（

1 月 商品選出（

2 月 各商品資料作成・修正

3 月 商品資料作成・修正、展示会の情報収集、

商品説明会（

4 月 提案営業

5 月 提案営業

－今期の活動

～～ 編集後記

社内の話題が多くなりましたが、寄稿してく

伝わる紙面になればと思

員として加わった真保君もこれから

できればと思います。

         経 営 理

わが社は、快適生活環境づくりを通じて、真に

豊かな社会の実現に貢献する。（存在意義）

わが社は常に挑戦し、革新しつづける。

         

われわれは、 

（１）感 謝 

（２）協 調 

（３）反 省 

（４）明朗活発 

（５）健康と家庭 

を重んじ、前進しつづける。

委員会活動内容

委員会では、設備改善提案、省エネ・経費削減提案などお客様に提供する商品企画について

検討を行っております。今後も皆さまのお役に立てる

ご要望等ありましたら、宜しくお願い致します。

企画委員会＞  ﾘｰﾀﾞｰ

ﾒﾝﾊﾞｰ

詳細計画検討 

委員会ﾒﾝﾊﾞｰ各自 3

委員会ﾒﾝﾊﾞｰ各自 3

委員会ﾒﾝﾊﾞｰ各自 3

検討会（1 人 3 商品発表）

商品選出（5 商品）、各商品の資料作成

各商品資料作成・修正

商品資料作成・修正、展示会の情報収集、

商品説明会（5 商品）

営業キャンペーン活動

営業キャンペーン活動

今期の活動－ 

編集後記 ～～

なりましたが、寄稿してく

伝わる紙面になればと思います

真保君もこれからお客様とよいかか

ます。 

経 営 理 念 

わが社は、快適生活環境づくりを通じて、真に

豊かな社会の実現に貢献する。（存在意義）

わが社は常に挑戦し、革新しつづける。

         （経営の基本姿勢）

を重んじ、前進しつづける。 （行動指針）

委員会活動内容 

設備改善提案、省エネ・経費削減提案などお客様に提供する商品企画について

検討を行っております。今後も皆さまのお役に立てる

ご要望等ありましたら、宜しくお願い致します。

ﾘｰﾀﾞｰ 赤塚卓哉（東京営業所）

ﾒﾝﾊﾞｰ 大滝周、小田雅也、鈴木啓太（

木村亮介、加藤明良（長谷川ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ

3 商品検討 

3 商品検討 

3 商品検討 

商品発表） 

商品）、各商品の資料作成

各商品資料作成・修正 

商品資料作成・修正、展示会の情報収集、

商品） 

キャンペーン活動 

キャンペーン活動 

社内委員会

 

なりましたが、寄稿してくれた社員

います。また新入社

お客様とよいかか

わが社は、快適生活環境づくりを通じて、真に 

豊かな社会の実現に貢献する。（存在意義） 

わが社は常に挑戦し、革新しつづける。 

（経営の基本姿勢） 

（行動指針） 

設備改善提案、省エネ・経費削減提案などお客様に提供する商品企画について

検討を行っております。今後も皆さまのお役に立てる

ご要望等ありましたら、宜しくお願い致します。        

赤塚卓哉（東京営業所）

大滝周、小田雅也、鈴木啓太（

木村亮介、加藤明良（長谷川ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ

 

 

 

商品）、各商品の資料作成 

商品資料作成・修正、展示会の情報収集、

社内委員会

〒959
社員

新入社

お客様とよいかか

私

1. 

2. 

3. 

設備改善提案、省エネ・経費削減提案などお客様に提供する商品企画について

検討を行っております。今後も皆さまのお役に立てる様、取り組んでいきたいと思いますので

           

赤塚卓哉（東京営業所） 

大滝周、小田雅也、鈴木啓太（工務部

木村亮介、加藤明良（長谷川ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ

商品資料作成・修正、展示会の情報収集、 

社内委員会 

株式会社

959-3132 村上市坂町

ホームペー

経営ビジョン（目指す企業像）

技術武装・創注型・総合設備業

私達は、 

 オリジナルなシステム・工法・商品を持つことで

自力で需要・市場・顧客を創造する創注型企業

 コンサルティング・調査・企画提案と施工・

メンテナンス技術を持つ顧客満足度の高い企業

 エネルギー供給から機器制御、通信、

幅広い分野で技術・サービスを提供する総合設備業

以上の特徴で日本一の会社を目指す。

設備改善提案、省エネ・経費削減提案などお客様に提供する商品企画について

様、取り組んでいきたいと思いますので

     (専務取締役

工務部） 加藤聖也（東京営業所）

木村亮介、加藤明良（長谷川ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ

 活動紹介

活動写真（

株式会社 長谷川電気工業所

村上市坂町 1760

ホームページ（http ://www.hei .co . jp/

経営ビジョン（目指す企業像）

技術武装・創注型・総合設備業

オリジナルなシステム・工法・商品を持つことで

自力で需要・市場・顧客を創造する創注型企業

コンサルティング・調査・企画提案と施工・

メンテナンス技術を持つ顧客満足度の高い企業

エネルギー供給から機器制御、通信、

幅広い分野で技術・サービスを提供する総合設備業

以上の特徴で日本一の会社を目指す。

設備改善提案、省エネ・経費削減提案などお客様に提供する商品企画について

様、取り組んでいきたいと思いますので

専務取締役 坂井

加藤聖也（東京営業所）

ｻｰﾋﾞｽ）  

活動紹介 

活動写真（商品説明会

長谷川電気工業所

1760-1 ☎ 0254

http ://www.hei .co . jp/

経営ビジョン（目指す企業像） 

技術武装・創注型・総合設備業 

オリジナルなシステム・工法・商品を持つことで

自力で需要・市場・顧客を創造する創注型企業

コンサルティング・調査・企画提案と施工・

メンテナンス技術を持つ顧客満足度の高い企業

エネルギー供給から機器制御、通信、ITまでの

幅広い分野で技術・サービスを提供する総合設備業

以上の特徴で日本一の会社を目指す。 

設備改善提案、省エネ・経費削減提案などお客様に提供する商品企画について

様、取り組んでいきたいと思いますので、ご意見・

坂井 徹也) 

加藤聖也（東京営業所） 

 

商品説明会）201

長谷川電気工業所 

0254-62-3161

http ://www.hei .co . jp/） 

オリジナルなシステム・工法・商品を持つことで 

自力で需要・市場・顧客を創造する創注型企業 

コンサルティング・調査・企画提案と施工・ 

メンテナンス技術を持つ顧客満足度の高い企業 

までの 

幅広い分野で技術・サービスを提供する総合設備業 

設備改善提案、省エネ・経費削減提案などお客様に提供する商品企画について 

ご意見・ 

2017 年 3 月 

3161 

 


