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電力設備から生産工場プラントまで自動化・省力化・安全確保のための各種監視・計測・管理に対するシステムソリューシ
ョンの提案を行います。
お客様の設備の安全・安心な環境づくりに貢献します。
電力監視システム
刻々と変化する状態をとらえ、素早い対応を可能としたオンデマンド電力監視システムをご提供します。
電力監視システムを導入することにより、リアルタイムに電力量を監視、予測デマンドを監視することで、各機器の制御を
行うことも可能です。
計測監視システム
施設設備の総合パートナーとして、システム設備のコーディネイト、プログラム設置工事まで全ての範囲を自社作業で行う
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ことを基本にしています。
環境問題にも配慮し、安全で安心したシステムの構築と 24 時間体制での対応を目指しています。
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中央監視システム
業務設備の各機器を中央監視室のパソコンで一括操作できるシステムを、ニーズに応じてカスタマイズし、ご提供します。
中央監視システムを導入することにより、遠隔地から関連施設をグラフィックでわかりやすく一括管理でき、各設備を最適
にコントロールするとともに、異常事態の発生にも素早く対応ができます。
バーコード管理システム
代表取締役社長 櫻井 賤男
バーコードハンディ端末を活用し、作業者の業務負担を軽減します。
既設の設備にネットワークを追加することにより、低コストで効率的なシステムを構築します。
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マイクやトリガ位置を確認しながらの補正を可能にしたシステムをご提供します。
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★ 資格取得コーナー ★
工事部 Y.A
バーコードハンディ端末を活用し、作業者の業務負担を軽減します。
無事に成人を迎えて､これから大人として自立して
既設の設備にネットワークを追加することにより、低コストで効率的なシステムを構築します。
＜10 月＞ 一級塗装技能士
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いかなければいけないと思うと身が引き締まる思い
（塗装･金属塗装作業）
通常時や緊急時に公衆回線やインターネットを介し、指定の端末に合成音声やメールによる情報提供を行い、その回答や情
です。
製造部 S.T
報をリアルタイムに収集・表示できるシステムです。
幼い頃からここまで育ててくれた両親にはとても
＜12 月＞ 第 3 種電気主任技術者
ユーザーに合わせたシステム構成でカスタマイズを行い、運用しやすい操作性・機能をご提供します。
感謝しています。
変圧器測定システム
工事部 K.S
一人前の社会人であることを自覚して、心機一転
変圧器内部で発生している放電音を計測し、放電箇所を推定します。
＜12 月＞ 消防設備士
マイクやトリガ位置を確認しながらの補正を可能にしたシステムをご提供します。
がんばります。
工事部 S.K
ケーブルナビシステム
第二級デジタル通信
～2022 年のラッキーカラー～
ダムや発電設備のケーブル情報を電子データとして取り扱い、データベースを
3D で可視化することが可能となります。
工事部 S.K
設備内ケーブルルートの閲覧や最適ルートの自動検索を可能とし、設備の更新時や保守対応時に省力化・短納期化を実現、
Dr.コパさんによると･･･
コストダウンと確実性を担保します。

2022 年(令和 4 年)新年を迎えて

出来ないと言われたことにトライせよ

年 納 め 会
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成人おめでとう！！

山吹色、ワインレッド、クリーム色！

◆ 山吹色…黄色よりさらに強力な
金運パワーがある色
◆ ワインレッド…自立を促す、ファイト復活の色
◆ クリーム色…周囲に安心・信頼をもたらす色
2022 年に運気を上げるためのキーワードは、｢攻
撃的･積極的｣の 2 つとのこと。他人に対する攻撃で
はなく､｢人生において攻めの姿勢を貫くべき｣という
意味合いになります。2022 年は守りの姿勢を 180 度
転換し、自身の夢に対して積極的に幸運をつかみに
行くことが望まれる 1 年になるそうですよ。今こそ
高い目標を持って達成できるように努力すべき時か
もしれませんね！

あけましておめでとうございます。本年も社内
誌をよろしくお願いいたします！
お正月はゆっくり休めましたか？コロナも一時
期おさまってお出かけされていた方も多いのでは
ないでしょうか。私も家族で出かけて初詣も行っ
てきたのですがそこで父親が派手に転んでしまい
まして……幸い怪我はありませんでしたがこれか
らまだまだ寒い日が続きます。足元も悪くなりま
すのでお気を付けください！おさまっていたコロ
ナもまた増加傾向です。対策をしっかりして元気
にお過ごしください！
(Y.M)

