特 集

Withコロナ時代に進化する

誠心の品質管理
まごころ

PART

1

鉄鋼事業（光支店）

環境に優しくコスト減、品質レベル向上

品質管理のポイント
POINT

1

技術計算書の
作成・管理

POINT

2

官公庁提出書類の
作成・管理

POINT

3

発生事象の対策

設備の物量や能力計算・水理計算・構

設備の新設・更新・撤去などの際に、各

品質や安全・環境に関する改善事項

造計算などの技術計算についてまとめた

種法律に則って書類を作成、官公庁に提

が発生したとき、現場でのヒアリングや調

「技術計算書」
を必ず作成し、管理。新

出します。技術的なものは、技術グループ

査をもとに再発防止のた

規導入・更新設備を問わず「 技術計算

ですべて管理。書類は、官公庁ごとに分

めの設備更新や安全基

書」
を参考に効率的に設備を検討し、品

類・保管し、過去の提出書類を参考に作

準の策定を行います。ま

質アップを図ります。

成を効率化しています。

た、毎年の品質・環境管

のっと

理監査に合わせて対策・
実施項目の進捗も確認。

技術検討の記録
は必ず資料に残
しています

コスト削減と品質改善を両立
ドローンによる測量を導入

廃酸処理での還元剤使用量削減

机上確認テストで見極め

以前はヤード堆積物の在庫量チェックは外注業者に依頼し、作業者が堆積

廃酸処理場では、所内各工場の酸洗工程で発生

物に登って測量していました。
ドローン導入後は堆積物に登っての測量がなくな

する廃酸を無害化しています。廃酸中に含まれる重

り安全上のリスクが低減しました。
また、高感度カメラによる写真データから数㎝

金属の還元処理のために、還元剤を購入して使用す

間隔の測量で精度が向上し、
写真を3Dデータ化して解析する手間はありますが、

るケースがありますが、多量に添加しないと還元でき

トータルでコスト削減につながりました。
ドローン測量で苦労した点は、
データ解析時の3D酔いです。3D
酔いとは三次元画像を見ていると乗り物酔いのように気分が悪くな
る感覚です。解析する際、範囲設定は人の手で入力・確認する必要

があるため、慣れるまで苦労しました。 技術グループ 小林 拓洋さん
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ず、
コストアップになっていました。重金属の還元を効
果的に発揮できる指標を机上確認テストで見極め、
購入品の酸濃度を調製することで処理品質を下げる
ことなく、薬品コストを削減することに成功しました。

特集

11月は「品質月間」です。モノづくりを生業とする製造業の当社では、常に高品質の
仕事が求められるため、
すべての仕事において徹底した品質管理がなされています。

Withコロナ時代に進化する
まご ころ

誠心の品質管理

そんな中、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大により、新しい様式の品質管理
が根付いてきました。Withコロナでさらなる進化を遂げた、当社の3つの事業の品質
管理や品質確保の方法を紹介します。

を達成

POINT

4

鉄鋼事業の各部門で、エンジニアリング業務全般のサポートを
担っている技術グループ。設備の新規導入・更新・メンテナンス
などの支援から、官公庁への対応業務までを手掛けている光
支店における活動を例に、
その品質管理について紹介します。

品質監査への対応

POINT

5

年修への対応

年に一度の品質監査への対応を行い

毎年5月の年修では、主に整備・工事

ます。事前に通達される監査項目に対し

課で、
自家発および設備部、要求工事の

て各課と打ち合わせ、提出書類やヒアリン

工事監理での品質管理を行っています。

グ内容をまとめて資料を作成。事前準備

大型工事では、年修工事に入る1年ほど

した資料を元に、当日の監査がスムーズ

前から、
お客さまと実施する工事について

に行われます。

計画図を作成して工事内容の共通認識
を図ります。

Withコロナ時代の品質管理
Web会議を効率化
写真・動画で出荷前検査
設備設計の打

作業者の
スケジュール＆体調管理
社員ももちろんそうですが、当社が発注

ち合わせや会議、

している工事業者の方の体調管理も厳

意 見 交 換 、情 報

密に行っています。案件によっては県外か

共有にはWeb会

ら来られる方もいるため、2週間前からの

議を活用していま
す。面着頻度を減

Web会議と対面の打合せを
使い分けて仕事の質は維持

体温測定・体調記録を残していただき、問
題のない人だけ工事に入ってもらっていま

工事内容
（計画内容）
が明確に分かる計画図を早い時点で作成。
計画図の内容をお客さまに十分理解していただき、実行に移して
いくことが重要です

技術グループコメント

品質管理の鍵は“人”
技術グループでは、環境対策やコスト対
策を求められることが多くあります。各種法
基準改訂への適応や健全な設備を維持管
理するための設備・技術改善、廃棄物の発
生量削減への取り組みを行っています。
コロナ禍で打ち合わせや会議は変わりま
したが、仕事の進め方としては大きく変化し
ていません。打ち合わせは、互いの意思疎

らすべく、Web会議前にはあらかじめ資料

す。はじめは若干抵抗もありましたが、
かか

を共有し、内容を確認してすり合わせてお

る状況ではやむを得ず、関係者・自分たち

てきた品質管理のノウハウを着実に実行し

くことで、確実に効率的に進めています。

のためにも現在は協力いただきながら徹

ています。当社の仕事は
「人」
が第一。感染

底を図っています。

者を出してしまうと生産に影響が出ます。お

また、出荷前検査は動画での確認もあ
るため、事前に寸法などの資料をデータで

そのほか、作業当日の検温確認や体調

送ってもらったり、見たい箇所をリスト化し

チェック、3密回避や手洗い・うがいの声

て送ったりしています。検査を受ける側は、

掛けなども実施して、感染予防・感染拡大

ただでさえ忙しい中での対応となり、負担

リスクの低減に努めています。

を強いてしまうことへの配慮を忘れないよ
うにしています。

そご

通に齟齬が出ないように準備し、今まで培っ

客さまに迷惑をかけないよう、
支店一丸となって仕事に関
わる方全員の体調管理に力
を入れています。

技術グループ長

上條 知幸さん
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PART

2

エンジニアリング事業（産機事業部）

動画・Webを駆使し、海外製作品の品質

品質管理のポイント
POINT

1

溶接

新たに溶接前の
検査も実施

不備事例「すみ肉溶接の割れ」

POINT

2

寸法

寸法記録表をもとに
二重に確認

寸法確認検査

歩廊取り付け穴の位置のミスを指摘

脚長
（溶接の寸法）
および外観の検査。溶接に入る前に、開先

図面と製品の寸法に差異がないかを確認する工程。組んでみた

（ななめに切り込みを入れる）
の角度や寸法を検査し、溶接後には

ところ寸法が違う、部品同士が干渉するなどのミスが発覚すること

目に見えない割れや内部の欠陥や空洞がないかを確認する非破

もあるので、検査記録
（寸法記録表）
を作成します。
まずメーカーで

壊検査を実施。本溶接終了後に製作品の寸法ミスが発覚すると、

自主検査を行い、
その後、当社立ち会い、寸法検査で二重チェック

修正に時間を要するため、本溶接前に寸法検査を実施するように

を行い、寸法に問題がないことを確認しています。
また、仮付け段階

業務改善しました。
また、溶接縮みを考慮した寸法であることも確認

と溶接後で寸法に問題がないかも二重に確認しています。

するようにしました。

Withコロナ時代の品質管理
海外渡航規制で、写真・動画での確認に
コロナ禍で海外渡航

写真・動画のクオリティを上げ見落としゼロへ
当 初は、溶 接の

ができないため、今は週

熱ひずみ
（製品の曲

1回のWeb会議と日々

がり）
が動画では分

のメールでのやりとりで

かりにくい、見たい

工程・品質管理を実施

箇 所が死角になっ

しています。進捗は製品

ていることがある、
ラ

ごとに工程表と進捗リス

イトが明るすぎて見

トを作成してメーカー側
と共有し、工程に遅れが

動画で走行装置の溶接の検査

えないという事象で、
その度に何度も撮り直しをお願いすること
社内関係者の目でWeb上の細部までチェック

ないかを確認。これまで製作工場で全部品を目視確認していました
が、現状すべて写真と動画で確認することになりました。
納期までのスケジュールはコロナ禍前と変わらないため、
メーカー
側からどんどん確認の動画が送られてきます。多いときで1日10本、

がありました。
不具合を見つけた際は、
スクリーンショットを撮ってエクセルに
まとめ、
メーカーへ送り、修正を指示しました。
また、
ひずみの確認
は角度を変えながら撮る、動画の明るさ、速さなども細かく指示
確認しました。
メーカー側の撮影者が撮影要領をマスターし、送

時々一時停止しながらチェック。1日中、動画・写真の確認でパソコン

られてくる動画は見やすくなりました。
しかし、見たい場所を撮り逃

画面に張り付きになることもあります。見たいところが確認できない、

して、再撮影を依頼することは今も続いています。今後はリアル

カメラの動きが速く確認できないなど、動画ならではのやりとりの難し

タイムでも問題なく確認できるよう、
ウェアラブルカメラを購入した

さがありました。

ため、検査などで活用していきます。
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POINT

3

外観

塗装や切断面などの
仕上がりをチェック

POINT

4

梱包

特集

をチェック

産機事業部では、長年、鉄鋼事業で培ってきた設備・機器開発力をベー
スに企画・提案、設計、製作、据付、
メンテナンスまでのエンジニアリング
サービスを行っています。2008年からは、海外での製作委託を積極的に
推進。製造グループでは、重要な品質面で、各工程で検査を強化し、次
工程での不具合を是正する活動を継続実施しています。

Withコロナ時代に進化する
まご ころ

誠心の品質管理

製品と品質を
守るための梱包を

動画で検査後、切断面のガスノッチの手入
れが必要なことを指摘
製品の梱包を準備中

目視検査

塗装に、
はがれや塗り残し、透けがないか、塗装の膜厚に問題は

製品を載せるスキッド
（木製）
が、製品の積み重ねに対して問題

ないか、切断面にへこみ
（ガスノッチ）
はないかといった、製品の仕

のない強度かを確認します。スキッドの強度が増すと必然的に重く

上がりについて確認します。
メッキ塗装は外注に施工を依頼してい

なり、輸送コストも増しますが、荷崩れを起こさないためにも必ず確

るため、納品時に不備に気づくこともあります。できる補修は手がけ

認すべきことです。
また、製品同士の間に養生
（シート・りん木など）
を

ますが、難しい場合は再製作することもあります。

入れ、製品同士が干渉して傷が入らないように梱包します。

製造グループコメント

これまでの事例も共有しクオリティアップへ
海外での製造による低
コスト化 、そして高 品 質を
維持する取り組みは2008
年から始まり、現在も東南
アジアをはじめ数カ国に外
注製作を進めています。こ

製造グループ長

の1年はWebでのやりとり

樋口 典行さん

だけで進捗を確認し、品質
を管理することが強いられ

ました。離れていても製作 外注の製作会社の「進捗報告書」で各種製作状況を検査
が進められるようになったのはコストの面でも良かったことです。今後、
自由に海外渡航できるよう
になっても、今の品質管理方法がベースになるでしょう。ただ、組み立て完成検査だけは渡航し、
目視で確認したいと思っています。
コロナ禍であっても、品質は絶対に手を抜けません。
クオリティを維持できるように試行錯誤し、

リアルタイムで確認できるカメラの導入など、
どんどん改善していきます。
また、今まで起きたトラブ
ルを国内外含めてすべて整理・リスト化し、全員で共有できる体制を強化していきます。

製造グループ

瓜生 真さん
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EXTRA
EDITION

調達業務（本社・購買グループ、君津支店）
いもの

修正がきかない鋳物の品質を熟練の目で

安全に使用するため品質基準が鍵
当社の溶銑精錬課・製鋼課で使用されている「スラグを受滓するボックス」製作における、品質管理を行いました。
鋳物の品質管理の難しさ、当社の要求品質レベルの高さを理解してもらい、相互の信頼関係を築きました。

3.5m3スラグボックス（5基）

6m3スラグパン（6基）

1、2排滓場で排滓されるTPCスラグの受け容器。受滓後、

二次精錬処理後の溶鋼鍋から排滓される二次精錬スラグの受

ボックス内にある溶融状態のスラグはクレーンでトレーラー台車

け容器。受滓後は、
溶融状態のスラグをトレーラー台車、
またはパ

に積載し、
当社操業エリアである製鋼スラグ処理場に運び込み

レット運搬車で当社作業エリアである製鋼スラグ処理場に運び

ます。製鋼スラグ処理場へ移送後は、専用の反転装置でスラ

込みます。製鋼スラグ処理場への移送後は、
専用の反転装置で

グを排出します。

スラグを排出します。

当社が鋳物製作会社を選定した決め手
従来は、価格面で安価な海外製品を調達していました。

しかし、海外調達は現地立ち会

技術交渉・価格交渉において

いの負荷が大きく、何度も海外

は、鋳物の品質管理の難しさ、

渡航ができず操業に支障をきた
すことが課題でした。
また、海外
製品の値上がりにより、海外調

品質・コスト競争力で海外に負
けない国内メーカーを探索し、
あ
るメーカーと折衝に至りました。

達のメリットが減少。

当社の要求品質レベルの高さ
を理解してもらうことを重要視。
同メーカーと、真摯に協議を重
ねました。

試作から修正、
改善と相互の信
頼関係をもとに進めた結果、同
メーカーの技術力を発揮し、品
質基準を満たした製品が完成。
今回の調達につながりました。

それ以来、Webでのやりとりで全く問題なく、高品質で安価な製品を継続して調達できる体制を構築しています。
きょうそう

国内メーカーと共創して完璧な品質を追求！

Withコロナ時代の品質管理
過去50回のWeb検査経験を生かし完璧な段取りで納品
中国・韓国・ベトナムなど海外調達の経験があり、Web検査

所や必ず確認しなければならない箇所を見極め、事前に鋳物

は以前から実施していたため、
コロナ禍によるWebでの最終検

製作会社へWeb検査方法を立案・指示し、検査を実施していま

査も抵抗はありませんでした。まずは、Web検査前に「検査成

す。Webでは撮影画像のマクロ
（外形）
は見えても、
ミクロ
（鋳肌

績書」
を送ってもらい、内容を確認。それを基に、重要な寸法箇

の欠陥）
などが見えづらいこともあり、事前準備で補完しました。
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特集

維持

本社・購買グループは調達業務を担当しており、当社君津支店の調達を支援しました。
（TPCスラグ用）
と6m3
君津支店では、溶融スラグ受け用の器として3.5m3スラグボックス
スラグパン
（二次精錬スラグ用）の2種類を保有しています。
今回これらの購入先として、
コロナ禍で海外のメーカーサーべイ
（工場調査）
ができなかっ
たため国内鋳物製作会社を新たに精査し契約。本社・購買グループと君津支店が共同
で、発注から納入まで品質・工程管理を行いました。

Withコロナ時代に進化する
まご ころ

誠心の品質管理

鋳物検査は材料や外観・寸法が重要
鋳物は溶けた鉄を流し、
その温度が下がる過程で凝固します。鉄 ［検査ポイントの例］
の中にあるガス
（気泡）
や凝固スピードの差異により、延びや縮みが
発生するため、欠陥の発生場所や寸法の予測が困難です。
そのた

下面鋳造欠陥
確認できず

トラニオン径
確認

製品検査時の治
具（木の板）
を用
いて、確 認 困 難
な場所を検査

鋳肌面
きれい

め、
材料
（成分）
や外観・主要寸法を厳しく検査する必要があります。
鋳肌の表面の小さな傷や寸法の小さな歪みなどにより、湯漏れなど
の重大な災害に直結し、
これらの製鉄所へ与える被害が計り知れな
いことが理由です。

鉄ができるまでの工程におけるスラグボックス・スラグパンの役割
原料処理

鉄鉱石や石炭などの鉄の原料を高炉へ供
給します。

高炉

高炉では、焼結鉱や鉄鉱石を還元し溶銑を
つくります。
TPC
（トピードカー）
と呼ばれる輸送容器に溶

TPC（予備処理） 銑を入れ高炉から製鋼工場へ運びます。そ

の途中で不純物を取り除く処理を行います。

転炉（一次精錬）

転炉では、
溶銑を酸化することで更に不純物
を取り除き、
「鋼
（ハガネ）
」
をつくります。

二次精錬

更に高品質の「鋼」にするために、不純物の
除去や鋼の成分調整を行います。

連続鋳造

溶けた鋼を成形しながら冷却し、板状や棒状
に固めます。
これを鋳造といいます。

製品製造

鋳造された鋼をお客さまが求める製品に加工
します。

高炉スラグ

機関車

高炉スラグ鍋
TPCスラグ

高炉スラグ
処理場（他社）

トレーラー

3.5m3スラグボックス

転炉スラグ

機関車

転炉スラグ鍋
二次精錬スラグ

パレット車

製鋼スラグ
処理場
（当社）

6m3スラグパン
※各工程で取り除かれた不純物などの副生成物をスラグといいます。

品質管理のポイント

スラグボックス
スラグパンは、
当社操業に
欠かせない
モノなんです!

鋳物をつくる工程として、
「 木型の精度」
が重要となります。その精度を確認する
ため、
まずは1基鋳造（鋳物をつくること）
を行い、
できた鋳物の外観・寸法を確認。
問題がないことを確認してから、2基目以降の製作に着手する方法をとりました。

君津支店
技術グループ長

野口 優さん

調達担当者のコメント

鋳物の経験値や勘所で完璧を追求
完成品の精度をどこまで追求するか、
その目標設定は、
これまで数々の鋳物製作会社と
の仕事で培ってきました。今回のように新規取引先のケースでも、当社の品質・技術水準を

本社 購買グループ長

白石 吉成さん

資料や説明、報告書のやり取りを何度も重ねることで、品質を満たすボックスを納入できま
した。今後も材料の成分・外観・寸法・重量など、見るポイント
（検査力）
を鍛えて、外注会社
と共創することで、完璧な品質を追求していきます。
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技術部長メッセージ

“ハマダ品質”
を高めて社会からの信頼アップへ

Message

自主自律で
セルフアセスメントの
品質監査を
定着させていきましょう

技術部長

楠元 司さん

特集の好事例（p2〜9）に対しエール
鉄鋼事業へ（PART1）

シリコンウェハー事業部へ（PART3）

コロナ禍で、
お客さまとはWeb会議やメールでの打ち合せに

コロナ禍で各種報告や定期監査もWeb会議となり、
お客さ

なるなど苦労があったと思います。
その中でお客さまのニーズに

まが世界に点在しているため、時差の面でも気を使うことが多

応えるべく技術提案をし、操業品質を守りつつコスト削減を達

かったのではないでしょうか。ただ、
これも慣れれば逆に大きな

成されています。今後も品質改善やコスト削減に向けた技術提

業務効率化につながりますので、今後も辛抱強く対応をお願

案を積極的に進めてください。

いします。

産機事業部へ（PART2）

調達業務へ（EXTRA EDITION）

コロナ禍で渡航できず必然的にWeb検査となり、慣れない

コロナ禍となり海外調達予定品を、急きょ初取引の国内メー

手法を余儀なくされ大変でしたね。その中でいろいろな改善や

カーに切り替えざるを得なくなり、
その際に柔軟な対応をしてい

工夫、
アイデアも出てきたと思います。
コロナ収束後も今回の

ただきありがとうございます。契約前に工場サーベイを実施し、

経験を生かし、業務効率化の面からもWeb検査を主流に取り

製作打ち合せで当社の要求品質と注意点を伝え、
さらに中間

組んでください。

検査・完成検査
（Web検査）
を充実させたことで、要求品質を確
保できたものと思います。
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特集

Withコロナ時代に進化する
まご ころ

誠心の品質管理

万が一品質異常が発生してしまったら、
どのように対応すれば
良いでしょうか？ 品質を守るために、私たちができることは何で
しょうか？ p2〜9で紹介した事例への所感や、全社の皆さん
に期待することについて、技術部長に聞きました。

まごころ

誠 心品質

1

3つの極意

もし品質異常が発生したら？
「即報告」と「原因追究」が必須

ちで監査することで品質意識の高揚を図り、
日々の生産活動の
中で、
さらなる品質向上につながっていくことを期待します。

安全、
品質、
コストは企業経営の柱です。
この一つでも欠けた
ら経営は成り立ちません。品質異常を起こさないために品質管
理を行うのですが、不幸にして品質異常が発生したときは、
すぐ
に上司に報告し、
お客さまをはじめ、関係部署に速やかに報告
することが第一です。異常が発生した原因を追究し、再発防止
対策を行うことで会社の信用を取り戻すことができます。
逆に安全と一緒で、
品質異常を隠すことは、
会社の信用を失
い、
ひいては経営危機を招きます。昨今の品質偽装で、
廃業や事
業縮小に追い込まれている企業があることは、
ご存じの通りです。

2

標準書の見直しやセルフアセスメントで
要求品質に応え続ける

第72期に従来の対面方式からセルフアセスメント方式に変更して運用中。部
門の品質担当部署
（技術グループ）
が監査チェックシートに基づき生産・工事部署
（課・グループ）
の監査を実施。
その監査結果を本社技術部と共有する

3

ハマダブランドを守るカギは
「人づくり」にあり

お客さまの要求品質は、世の中の動きや時と共に変化しま

品質を作り出すのは現場最先端で働く人たちの力です。要

す。私たちも要求に合わせて技術標準書や作業標準書を見直

求品質を守るためには、現場力を向上させ続ける必要があり

し、
メンテナンスを加えながら要求品質にしっかり応えていく必

ます。
「人材育成3点セット」
を活用し、若手が限られた期間内

要があります。見直すことで、作業の安全性向上や作業効率

で、段階的に所定の技術力を身に付けられるように指導をお

化などにつながるものもあるはずです。

願いします。良いものを作り続けるためには、
ものを作る人を育

また、
一昨年までは、
技術部主管で品質監査を実施してきまし

て続けることが必要です。
「ものづくりは人づくり」
といわれるよ

たが、
昨年からコロナ禍の影響もあり自主自律を尊び、
部門によ

うに、
まずは育成計画に基づきOJTとOFF-JTでしっかり人材を

るセルフアセスメント監査を指向中です。部門の皆さんが自分た

育てて、
ハマダブランドを守っていきましょう。

品質月間2021
［期間］

11月1日〜30日

［第62回品質月間テーマ］

今こそ目指そう
新たな社会のクオリティ

11月は品質月間です。全国規模での品質意識の向上と、品質管理活動の幅広い普及を目的とし
て、1960年（昭和35年）
にスタートしました。製品やサービスの品質向上に取り組み、今年で第62回
を迎えます。
今後も日本の産業界の、世界に誇る高品質の製品づくりとサービスの向上のためにも、継続して品
質管理力を高め、安全・安心・環境への対応を積極的に取り組んでいくことが求められています。

品質月間委員会作成ポスター
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見つけた！
Vol.61

ON

高品質を意識した補修

に

大阪製鐵㈱堺工場で、電気炉関連設備
の清掃と電気炉の耐火物補修を行ってい
ます。高品質な補修ができると耐久性も向
上するため、出来栄えが良いときは、
やりがい
を感じます。
非定常作業は、お客さまや上司に聞きな
がら理解に努めています。後輩に正しく伝え
るためにも、作業内容と現状の把握が欠か
せません。

全体
感
を
考
え

頼れる先輩

生き生き働いている若手社員のON/OFFを大解剖！
毎号、各部門の10代・20代の社員をクローズアップします。

サバゲーのために

OFF

どこまでも

休日はサバイバルゲーム
（以下サバゲー）
を楽しみます。サバゲーでは走る場面が多く、
体を動かすことがリフレッシュになります。新
型コロナウイルスが流行する前は、サバゲー
に参加するために、頻繁に車で遠出していま
した。軽自動 車
ですが、愛知県
まで向かい 、日
帰りしたこともあ
ります。

時 間 管 理も徹
底し、段 取りを
考えて 仕 事 に
臨みます

友人からサバゲー
に誘われると、遠
方でも車を走らせ
ていました

※撮影用に保護
具を外しています

OFF

映画やラーメンで

ほっと一息

ON

丁寧な後輩指導に励む

班長が不在のときは、要員配置や作業
指示を行います。必要人員や経験年数を考
慮して、安全性や効率性も意識。後輩に仕
事を教える際、1回目はやって見せ、2回目
以降は一緒にやりながら任せることを心がけ
ています。より的確な指示を出せるようにな
ることが目標です。

映画鑑賞も好きで、アクションものやア
ニメを見ることが多いです。特に好きなの
はマーベル映画。マーベルキャラのカップ
をコレクションしています。
好きな食べ物はラーメンです。あっさり系
の醤油ラーメンが好き。梅やレモンなど、
酸っぱいものが苦手です。

大阪事業所 生産グループ
ふ じ も と

しゅう へ い

藤本 修 平さん（23歳）
2017年4月に入社。素直で落ち着いた性
格の持ち主で、先輩・後輩と連携を取りな
がら仕事に邁進している。実直な姿勢に、
上司も安心できる存在と、太鼓判を押す。

音楽 10%

サバイバル
ゲーム 60%

くつろぎタイムに
LiSAさんの曲を
観賞

自前の道具もそろ
えています

藤本さんの

元気の素
映画 30%

特にアイアンマン
が好き

援
私も応

ON

コミュニケーションを取り、安全と品質を守ります
（左が藤本さん）
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家の近くにできたラーメン屋さんによく行きます

安心で頼りになる存在！
河野 敏則班長

藤本くんは、仕事に対して真面目に取り組んでくれます。安全対策や作業方法を指
示通り確実に行う、安心できる存在です。私の不在時には、職場の仲間とコミュニ
ケーションを取り、
リーダーシップを発揮し作業を進めてくれるので、
頼もしい限りです。
◆次号はオートライフセンターのKirari輝く人をご紹介します。

個人情報・
技術情報の
取り扱いについて

グループ情報誌「はまゆう」には、顔写真、名前などの個人情報が掲載されてい
るため、取り扱いには十分にご注意をお願いします。
また、
「はまゆう」に掲載され
ている製品をはじめ技術情報などの記事・写真につきましても、
お客さまから承認
済みですが、取り扱いには十分にご注意をお願いします。無断転載は禁止です。
皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。

