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　2016年　平成28年　年が変わり今年も早くも4か月が過ぎようとしております。

今年の干支は申。　丙申（ひのえさる）と言うことで60年に一度の年回りです。巷

では申年は変化や起伏が多い年とか言われますがいかがでしょうか。風水では

ないのですがちょっと申年の事を調べてみました。

　丙申の“丙”（ひのえ）は火の性質があるらしく、“申”は金の性質があるそうです。

火と金の相性はというと火は金を溶かす・・・つまり、丙が申に勝ってしまう。そう

いう事を相剋（そうこく）と言い、相剋とは対立・矛盾する二つの物が互いに相手

に勝とうと争うので順調でないということになりますね。

　でも、違った見方をすると“丙”は形が明らかになっていく様で、“申”の呻（うめ

き）は果実とかの実が成熟していく状態を表しているがまだ完熟はしてない様ら

しい。と言うことは、今まであったものが少しずつ形になっていく年とも考えられ

ます。私たちの仕事や私生活で言うなれば、ここまで毎日コツコツと努力してき

たことが形になっていく年。と言うことではないでしょうか。

　今までの個々の頑張りが認められたり、広い視野で物事を捉えられるように

なったり等 ・々・そんな事がきっかけで積極的な行動が出来るようになり良い方

向に向う事になると思いませんか。

　今年は成長段階の物をしっかりとやり固めて、形にしていきましょう。何を目的

に頑張っているのか、何に向かっていこうとしているのか、ちょっと考えてそこから

新たな発見があり新たな道を開くきっかけになるかもしれません。

　2016年、頑張ってきた人の努力が結果につながり、とても良い実を結ぶ良い

年になると信じ毎日を笑顔で過ごしましょう！！

　きっと良いこと舞い込んでくると私は思います！！　　ポジティブ・ポジティブ！！

広報委員　田中　延育／㈱中村住装

干支からちょっと考えてみること・・・
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表紙デザイン
川村悠可／
株式会社乃村工藝社

「ディスプレイが街を豊かにする」
というコンセプトで製作しました。
街のにぎわいや彩りの多くが、
ディスプレイによってもたらされて
いる雰囲気を感じて頂ければ幸
いです。また、紙面に隠れたαの
マークもぜひ探してみてください。



2009年9月末アップルの社長退任、
iPoneを世の中に出し、役割はほぼ終
わったかなと思いアメリカに飛んで『今
日で終わりにする　死ぬまで、スティー
ブジョブズ　のファンだ』、といいのこ
して、退任した。

退任して7年目になります。社長を務
めたのは5年と3ヶ月。退任して次の日
に書いた本が「覚悟108」です。約30年
アメリカの会社で働き、35才でコンサ
ルティング事業部のGMに。それ以降は
上司がアメリカ人。こういう世界で生き
きた経験や、何千人もの部下を預かって
きた経験をまとめた本です。人の上に立
ちたいとか、人よりお金がほしいとか、
人より大きな仕事がしたいのであれば、
普通の人とは違う生き方になるはずで
すね。人の上に立つリーダーへのエール
をこめて「覚悟108」という本を書きま
した。

アメリカの企業で長年務めてみて日
本をどう感じますか？とよく聞かれま
す。海外出張は数百回、実は世界に出れ
ば出るほど、日本は世界一いい国だと感
じています。しかしどの国にも良い所と
悪い所があります。
日本にも悪い所はたくさんあるけれ
ど、今日現在この国で暮らしたいと感じ
ています。
たくさんお金を持っている人の中に

は相続税のないところに移住したいと
考える人もいますが、私はこの国で死ね
たらいいなと感じています。この国を
もっとよくしたいとか、将来の若者のた
めに何ができるのかと考えるようにな
りました。食べ物や鉄道、病院など日本
には素晴らしく守りたい点もたくさんあ
ります。素晴らしい国だと若い人たちに
も知ってもらいたいですよね。シニアな
人間にはそれを伝える義務があります。

『約束することは17時30分ぴったり終わること』という言葉からはじまり
ました。
いきなり注目を集めるすごい言葉に続いて、リーダーの心得、リーダーと
は、のご講演を頂きました。

常に厳しいグローバル環境で戦ってきた実績
神戸大学卒業後、日本IBMに入社。日本オラクル、ケイデンスを経て、EMCジャ

パン副社長。2002年、日本オラクルへ復帰。専務として営業・マーケティング・開発

にわたる総勢1600人の責任者となる。2004年にスティーブ・ジョブスに指名され、

アップル・ジャパンの代表取締役社長に就任し、iPodビジネスの立ち上げから

iPhoneを市場に送り出すまで、国内の最高責任者としてアップルの復活に大き

く貢献。現在は株式会社コミュニカのCEO兼Founderとして自らの経験をもと

に、「これからの世界」で活躍できるリーダーの育成、英語教育に力を注いでいる。

Profile：山元賢治

リーダーの
条件

2016東デ協新春セミナー 
山元 賢治 様　記念講演
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Change the Game

欧米人をうならせるようなものを作
ることができた時代。

80年代アメリカに出張すると、日本
人が作り出すものの品質の高さが本当
に尊敬されているのを感じました。アメ
リカ人が脂汗をかいて焦っているのを
感じました。

どう逆立ちしてもハードウエアでは
勝てないアメリカ人がやったことは、 
ア メ リ カ 人 が 仕 掛 け て き た こ と は 
“Change the Game” だったように感
じます。ハードウエア勝負ではなく、ソ
フトウエアやサービスで勝負する時代
に変わったのでしょう。ゲームが大きく
変わってきました。そのことに気づくの
に遅れ、教育も政治も変わらない日本に
は危機感を感じます。

44才のとき

高校生のころコンピュータがやりた
い。そのためには世界一のコンピュータ
の会社に入りたい。それがたまたまIBM
でした。B2Bの会社に勤めている時代
に考えていたことは、日本の企業が世界
一のコンピュータを使って世界一に
なってもらいたいという事でした。トヨ
タに出向いてコンピュータによる部品
管理方法の話や、パナソニックと一緒に
プリント基盤をデザイン・製造したりし
ました。そうやって日本の企業を応援す
ることがやりがいの一部でした。それか
らずっとB2Bの世界で仕事をしてきま
した。

しかし、44歳の時にスティーブジョ
ブズという非常に魅力的な人に出会う
ことができました。当時日本オラクルの
専務を務めていました。部下の数も多

く、一部上場企業の専務でした。私に
とっては経験もないB2Cの世界。初め
て一般顧客にものを買ってもらう仕事
への挑戦です。いわば素人の私をス
ティーブは採用してくれたのです。

それまでは日本企業に世界一になっ
てもらいたいという気持ちで仕事をし
ていました。それがSonyさんと真っ向
から勝負するという仕事に変わるので
す。スティーブにどんな人を次のリー
ダーとして探しているのか？売上？利
益ですか？と質問しました。彼は2年間
社長を探している、日本だけが元気がな
い、社員も元気がない。お客さんも元気
がない。日本を元気にしてほしい。それ
なら少しは貢献できるかもとオファー
にサインしました。

家電量販店を足で訪問し続けました。
当時はアップルでは儲からない、生意気
だと思われていた時代のようでした。量
販手では販売もしていない、販売してい
ても店舗の奥の方に置いてあるだけと
いう場合も多かったのを覚えています。
未来の製品の発表もしないということ
でお叱りを受けるケースも多々ありま
した。こんなに大変な状況を挽回するに
は、少なくとも5年はかかるなと感じて
いました。家族にもそれで了解をもらい
ました。今思えばとてもやりがいのある
仕事でした。アップルの復活を心から喜
んでいる一人です。

コミニカという会社を作り活動の中
心にしています。

Visionは “Think into the Future”
としました。せっかくこんな素晴らしい
国に生まれたのだから、この国から世界
にいろいろな夢を発信できる世界にし

たい。それを実現するためには、以下の
3つのミッションを果たすことが必要
だと感じ活動しています。
・  Create Your Future  

あなたの未来をあなたの手で
・  Design Your English　 

あなた自身の英語をデザイン
・  Visualize Your Career　 

あなたのキャリアを描き出す
教科書作りだけでも3年かかりまし

た。
リーダーの教育をする、本物の英語の

教育をする、リーダー候補の若者を育成
をする。

Think Different

私は、子供のころからの一番の褒め言
葉が、変わっているとか変だとか言われ
ることでした。スティーブが1997年に
アップルに復活して、アップルの復活の
方向性を世界に発信したメッセージが 
“Think Different”でした。

世の中いろんな人が変えてきた。いろ
んな人間が生き方や、仕事の仕方を変え
ようとするとみんな最初は、変な奴とか
言う。だけどやがてその人たちの功績に
乗じて、人間の生活はよくなっている。
だけど世の中を変える人は、ラッキーで
変えるんじゃない。結果オーライではな
い。もともと、自分にしか、この私にしか
この世の中は変えれない。というふうに
確信している人物が世の中を大きく変
えてきた。

私のお気に入りのメッセージで、今で
も毎日のように聞いています。

「クレイジーな人たち反乱者、厄介者と
呼ばれる人たち、彼らをクレイジーと言
う人がいるが、私たちは天才だと思う、
自分が世界を変えられると本気で思う
人が、本当に世界を変えているのだか
ら。」

世界に通じるリーダー論をご講義頂
きました。

この短く感じた時間の中で、たくさん
の「きづき・しげき・げんき」を頂き、感謝
申し上げます。

広報委員　大類 憲司／㈱フジヤ
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　2016年2月16日に第40回親善ボーリング大会が開催さ
れました。
　昨年まで実施していた田町ハイレーンが老朽化の為、閉
館となりまして、今回は装いを新たに品川プリンスホテル 
ボウリングセンターにて行われました。
　27社　136名参加で、1人が2ゲームを投げ、個人（男女
別）のトータルスコアで競う個人賞、上位3名のスコアで競
う会社団体戦があり、白熱した戦いが繰り広げられました。

　会社団体戦で優勝したのは、当社の博展（1058ピン）でし
た。大変恐縮でございます。
　準優勝：株式会社アイ工芸（1016ピン）、第3位：株式会
社マッシュ（971ピン）という結果でございました。

　私自身も参加させて頂き、まったく貢献できませんでし
たが、真剣に楽しくプレーさせて頂きました。
　マイボールをいくつも持参していたプレーヤーや、この

大会ために、社内のボーリングチームで日々鍛錬している
会社もあり、私もいくつか東デ協のイベントに参加させて
頂いておりますが、何にでも手を抜かず真剣に取り組む素
晴らしい業界だなと感じさせられます。
　懇親会でも大いに盛り上がり、有意義な時間を過ごさせ
て頂きました。

　また、40年目という節目を飾る記念すべき大会であり、
まず受付時に頂いた参加賞のお菓子がオーダーメイドで40
周年を記念したデザインという細部へのこだわりから優勝
カップが高さ50㎝もあるガラス製のクリスタルカップへ豪
華に新調されていたことなど、参加者全員の印象に残る素
晴らしい演出がなされておりました。
　厚生委員、事務局の皆様、大変ありがとうございました。
　また、来年の開催を楽しみにしております。

広報委員　松本和徳／㈱博展
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歴史的建造物 園内には歴史的に貴重な建造物が多くあります

旧新宿門衛所 旧大木戸門衛所

この2つの門衛所はどちらも昭和2年に建造され、当時の独特の建築デザインが反映されているそうです。

皇族が温室に訪れる際の休憩所として明治 29 年に

建てられました。その後増築を重ね、大正後期に

はクラブハウスとしても使用されていました。戦

後は管理事務所として使用され、平成 13 年に大正

13 年の姿に改修が行われたうえで一般公開されて

います。

公開日：毎月第 2・4土曜 10：00 ～ 15：00

重要文化財指定（平成 13 年）

旧洋館御休所

楽羽亭

日本庭園内にある茶室です。

明治時代に建てられましたが昭和 20 年の戦災で

一度失われています。その後昭和 62 年に再建さ

れました。

立礼席で呈茶を行っている他、小間・広間を茶会

や句会などに貸し出しています。

施設利用時間：10：00 ～ 16：00

擬木の橋

下の池の東端に架かっている橋の欄干で、木を模

したコンクリートで出来ています。明治 38 年に

フランスから購入し、フランス人技師 3 人を連れ

てきて設営を行ったそうです。

今ではよく見る擬木ですがこの橋が日本初。何度

かの修復を行っていますが当時の姿をとどめてい

ます。

旧御凉亭（台湾閣）

昭和 2年に皇太子（後の昭和天皇）の御成婚記念

として台湾在住の邦人有志より贈られました。清

朝中期以降の台湾の建築様式がみられます。

東京都歴史的建造物指定（平成 16 年）

広報委員：永田　翔太郎／株式会社ムラヤマ

日本庭園

池泉回遊式の庭園で、ゆるやかに水が流れ

ています。古くは鴨場として作られ昭和初

期に日本庭園として改装されました。

毎年 11 月には 130 年以上の歴史がある菊

花壇展が開催されます。（毎年 11 月 1 日～

15 日 会期中は無休で開園）

フランス式整形庭園

左右対称、幾何学的に美しく整えられた

庭園。バラ花壇には初夏に約 100 種以上

500 株の花々が咲き誇ります。156 本の

プラタナスがきれいに植えられている約

200m の並木道があります。

ベンチで読書にふける人が多く、とても

静かな時間が流れていました。

イギリス風景式庭園

広大な芝生とそこに点在する巨樹が目を

引く庭園です。木々は自然のままにのび

のびと育っており、庭園の中心部には御

苑のシンボルツリーである高さ 30m を超

えるユリノキがそびえています。

シートを広げてくつろぐとここが新宿で

あることを忘れてしまいそうです。

玉藻池
御苑のルーツである内藤家下屋敷の庭園（玉

川園）に由来します。池の形や中島の位置は

その跡をとどめているといわれています。

大木戸休憩所から

は玉藻池を望むこ

とが出来ます。こ

こには御殿が建て

られていました。

母と子の森

都会に住む子どもたちが自然とふれ合え

るようにとの目的で昭和 60 年に造られま

した。明るい森と暗い森がありそれぞれ

で生きる生き物を観察できます。

また年間を通して親子自然教室が開催さ

れています。

　新宿御苑は新宿区と渋谷区

にまたがる面積 58.3ha、周囲

3.5km の庭園です。そのルーツ

は徳川家康から家臣である内

藤清成に与えられた内藤家の

江戸藩邸にさかのぼります。

現在の新宿御苑の面積よりも

広い土地が与えられていまし

たが内藤新宿開設の際に大部

分が返上されています。

　地名にも名残がありこの辺りは東京都新

宿区内藤町です、また内藤町はその大部分

が新宿御苑の敷地となっています。

　明治 5 年に内藤家から上納されたこの土

地に近代農業振興のための内藤新宿試験場

が建てられました。明治 12 年には宮内省管

轄で新宿植物御苑となり皇室の御料地・農

園とされていました。新宿御苑としてスター

トを切ったのは明治 39 年の事で新宿植物御

苑から新宿御苑への改装は明治 35 年から 4

年の歳月がかけられたそうです。

　その後昭和 20 年の空襲でほぼ全焼する被

害を受けましたが、昭和 22 年の閣議決定に

より国民公園として開放されることが決ま

り現在の新宿御苑への道に進み始めました。

開園時間

9：00 ～ 16：30（最終入園は 16：00）

※施設により利用可能時間が異なります

休園日

毎週月曜日（休日の場合は翌日）、年末年始

入園料

一般 200 円　小・中学生 100 円　幼児無料
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ディスプレイ塾

　「採用」と一口にいっても新卒採用・中途採用・紹介予定派
遣など様々ですが、売り手市場の昨今、皆さんも採用面接で
は様々な工夫をなさっていることと思います。採用活動は

「自社にとって本当に必要な人材とは？」という命題を真剣
に考える良い機会となります。
　今回のセミナーでは採用時の「面接力」を高めるために何
をすべきか。そのヒントを、4,000人以上の面接をご経験さ
れた講師の梅田氏に、様々な実例を交えお話いただきまし
た。その内容は①本音を引き出す力（面接は前のめりで、微
笑み・あいづち、会場セッティングが大切）②応募者は無意
識にウソをつく（マニュアル回答ではない、本当の強み・魅
力を引き出すには？）③効果的な質問（会話のきっかけと対
話の深堀りで、必要な能力・素養を探る）④入社後のトラブ
ルを減らすチェック項目（社風との親和性、どの上司につけ
るか）⑤志望度を上げるキラートーク（行動の動機に沿い会
社をアピール）といった項目に沿い、模擬面接を取り入れた
楽しいグループワークも交え、これからの面接ですぐに使
える実践的なものでした。セミナーに出席された皆さんに
とっては大変参考になったのではと思います。
　企業の継続的発展にとって「新しい人材＝採用」の重要性
は言うまでもありません。新しい人材が入ることで組織の
同質化を回避し、多様性によって組織全体の活性化が図ら
れます。採用においては、どのような人材を採用するか採用

計画・採用基準をしっかり立てて面接に望みたいところで
すが、面接担当者の「経験と勘」で採用を進め、会社にとって
本当に必要な人材を見落とししていないか？という不安は
ありませんか。また、選考過程での時間的制約により、応募
者の本当の良さを見落としている可能性もあります。この
点で、講師の梅田氏は、自社の「採用基準」をどのように設定
するかが非常に重要であるといいます。他方、成績や面接で
の受け答えだけではなく、将来一緒に働く姿が想像できる
か、といった直感的な視点も大切だそうです。「採用基準」を
検討する際、自社の社員として本当に必要な要件は何か？
その要件は入社後でも育成可能か？それとも育成不可能な
資質か？それらを分けて考える必要もあるとのことでし
た。今回のセミナーでは『喜びの源泉』という言葉が印象に
残りました。自社の仕事に夢中になって取り組める要素を
応募者の過去の経験と結びつけて聞くと、入社後も、夢中に
なって働くと言います。同時に、企業理念・育成や評価・職場
環境の整備などを通して、社員に、いろいろな『喜びの源泉』
を提供すること、それが企業の継続的発展に繋がるのでは
と思います。
　最後になりましたが、梅田先生有難うございました。

広報委員　佐々木 秀明／ジーク㈱東京店

経営者・人事担当者に人材を見極めるコツを伝授！

見抜く！選ぶ！くどく！
面接力強化セミナー
日時：平成28年2月3日（水）10：00～ 15：00
会場：東京屋外広告ディスプレイ健康保険組合
講師：有限会社グローカル　梅田幸子氏

■研修目的
　「面接慣れした学生の本音を引き出す面
接法は？」「中途採用で良い人材を見極め
るコツは？」「いい人は内定を出しても他
社にとられてしまう」そんな多くの企業が
抱えるよくある悩みを解決する面接力強
化セミナーです。

『採用は、理想の会社をつくるための
「投資」であり、最大の「リスクマネジメ
ント」である（講師：梅田幸子氏）』
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　組織には、人間関係に関わる怒り、組織に対して向けられ
る仕組みや制度への怒りなど、たくさんの怒りが浸透してい
ます。人間関係において、実は怒りの感情が大きく関わって
いることはあまり認識されていないのが現状です。アンガー
マネジメントは、こうした怒りの感情をマネジメント（上手
に付き合う）するための感情理解教育プログラムです。
　今回の研修は、リーダー・管理職を主な対象として、アン
ガーマネジメントについて学び、チームで価値観を共有し、
組織活性化を図っていくための方法について考えることを
目的に開催されました。

■怒りとは
　アンガーマネジメントとは「怒らないこと」ではなく、「怒
りを上手に扱う方法」です。喜怒哀楽という言葉があるよう
に怒りは人間の基本的な感情であり、それ自体は悪いもの
ではありません。重要なのは、怒りをいかにうまく伝えられ
るようになるかということです。
　こうした考え方を知った上で、各参加者が職場において
最近どんなことで怒ったかについて振り返り、グループに
分かれて互いに発表をおこないました。

■怒りへの対策
　「対処療法」と「体質改善」の2つの観点で、怒りへの対策を
学びました。
　「対処療法」では、怒りを10段階（0が何もない状態、10が
人生最大の怒り）に分けてとらえる「怒りの温度計」の考え方
をはじめに理解します。その上で、例えば1～3では深呼吸、
4～6では自分を落ち着かせる魔法の呪文、7～10ではその
場を離れて仕切り直しなど、怒りの温度に応じた対処法を各
自があらかじめ整理しておきます。
　「体質改善」には二つの方法があります。
　一つ目は、「一次感情」を把握することです。「一次感情」と
は例えば、心配、失望、あせりなどといった、怒りの背後に隠
れている感情のことで、怒り自体は「二次感情」に当たりま
す。怒りが発生した場合には、その要因となっている「どう
して欲しかった」という一次感情を見つけることが重要で
す。
　二つ目は、「～すべき」という思いこみが怒りを引き起こし
ているという視点に立つことです。例えば、「年上の人には敬
語を使うべき」などの信念や価値観は、人それぞれ異なって
おり、互いのすれ違いの原因となります。ときには相手の「べ
き」も受け入れたり、話し合ったりする必要がでてきます。こ
れについては、各参加者が自分自身の怒りにつながる「べ
き」をリストアップして、各グループ内ですり合わせをおこ

ないました。どの「べき」が自分にとって重要か順位づけし
た際に、その結果がメンバーによって大きく異なったこと
が印象的でした。

■怒りを上手に伝えるには
　コミュニケーションの方法は「非主張的」「攻撃的」「ア
サーティブ」の3つに分類することができますが、怒りを伝
えるために必要なのは「アサーティブ」なコミュニケーショ
ンです。これは、自分の要求や意見を相手の権利を侵害する
ことなく、誠実に、率直に、対等に表現し、「私はOK。あなた
もOK。」という状況を作り出すことです。
　アサーティブな伝え方を実践するためには、「事実」「感
情」「提案」「結果」の4つの要素を盛り込むことが重要とな
ります。この考え方を知った上で、各グループ内で二人一組
となって自身の怒りを伝える場面を想定した3分間のロー
ルプレイングをおこない、そこに上記の4要素が含まれてい
るかについてのフィードバックを実施しました。

　研修を受けてみて、アンガーマネジメントを実践するに
は、怒りの構造を理解した上で、実際に自分の怒りの傾向を
各自が振り返り整理しておくことが何よりも重要だと感じ
ました。
　また、組織活性化のためには、組織内のメンバー同士で怒
りに関する認識の共通点や違いをすり合わせする機会を持
つことができればさらに効果的ではないかと考えます。

＜参考URL＞
一般社団法人日本アンガーマネジメント協会 ウェブサイト
https://www.angermanagement.co.jp/

講師高田しのぶ氏ブログ「イライラの消しゴム」
http://office-yuyu.blog.jp/

広報委員　戸田 圭亮／㈱丹青社

ディスプレイ塾

組織活性化への新たなソリューション　部下との価値観を共有する

感情をコントロールする 
アンガーマネジメント研修
日時：平成28年2月18日（木）13：30 ～ 16：30
会場：東京屋外広告ディスプレイ健康保険組合 会議室
講師：一般社団法人 日本アンガーマネジメント協会　高田しのぶ氏
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「足場の組み立て等の業務に
係る特別教育」

　平成27年7月1日より労働安全衛生規則の改正に伴い「足場の組立て、解体又
は変更に係る作業の業務に従事する者」に対し特別教育を実施することが、事
業主の義務（労働安全衛生規則第39条）となり、前回昨年12月に現職の方を対象
におこなった特別教育（3時間）ですが、改めて新入社員向けで、5月・6月と開催
いたします。ぜひ新入社員の雇入時教育など未経験者の方に今回の特別教育の
受講をお勧めいたします。

※写真は前回の内容

安全委員会主催 新入社員教育

■開催概要
【内　容】 足場の組み立て等の業務に係る特別教育（計6時間）

【日　時】 平成28年5月11日（水）・6月8日（水）　9：00 ～ 17：00

【会　場】 東京屋外広告ディスプレイ　健康保険組合会議室

【受講料】7,000円（教材費・消費税含む）※先着順

【主　催】 東京ディスプレイ協同組合　安全委員会
※内容につきまして、一部変更になる可能性がございます、改めて事務局より資料を送付させていただきます。

安全委員会　久保山浩介
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　東日本大震災から丸五年経った平成28年3月11日、我々
青年懇話会は『安全』をテーマに株式会社杉孝足場安全コン
サルティング部の高橋様をお招きし、新橋の貸し会議室
『フィルポート』にて第三回懇話会を開催した。

　講話では実際の展示会場での不安全写真をもとにグルー
プに分かれて話し合い、様々な意見が飛び交った。
　ヘルメット未着や脚立の天板作業、安全帯未着など最近
では常識となりつつある危険作業が多々行われているのが
現状だった。

　その後、足場に関する危険性や事故事例に加え、平成27年
7月1日から改正になった足場の法令に関しての説明を受け
た。

　最後に、実際に起きた事故事例のCGを視聴した。
　ちょっとした気の緩みから重大事故に繋がった事例や作
業ルールを無視して死亡事故に繋がった事例だった。
　ほんの少し気を付けていれば、、、しっかりルールを守っ

ていれば、、、こんな言葉が聞こえてくる事故事例だった。

　講話のあとはグループにわかれ、各社での安全への取り
組みについて話し合った。
　現場での安全のみならず、震災後から非常食の備蓄をし
ている会社や安全衛生委員会の設立、不適合者リストを作
成して、、、なんて会社もあった。

　今回『安全』について話し合いを行ったが、各社様々な安
全対策を講じて少しでも事故を無くす努力をしている事が
認識出来た。
　懇話会後にアンケートを実施した結果、「他社と安全に対
する取り組みを比較する良い機会となった」や「安全や危険
に対する意識が高まった」など良い意見がたくさん見られ
た。
　今後も良い物を取り入れてお互いに切磋琢磨し共に成長
していきたい。

青年懇話会　佐々木正憲／㈱パワーアップ

青年懇話会活動報告

青年懇話会

平成27年度第3回懇話会 「青懇流　安全啓蒙セミナー」
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ようこそ東デ協へようこそ東デ協へ新規加入組合員紹介 ようこそ東デ協へ
株式会社エキスポインターナショナル
代表取締役　新井　三男
〒101-0024　東京都千代田区神田和泉町1-3-1

三恵ビル9F
Tel.03-5687-3983　Fax.03-5687-5437
営業窓口ご担当者名：佐藤　啓太

入会に向けて
　この度、ご紹介にあずかり東京ディスプレイ協同組合に入会させて頂
くこととなりました。
　ディスプレイ業界の発展は日本経済を映す鏡と捉え、微力ではありま
すが組合活動に尽力いたしたいと考えております。

　どうぞ、ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。

業務内容等
　私達、株式会社エキスポインターナショナルは1984年の創業以来、
今日まで主に展示会に関わる様々な業務に携わってまいりました。
　お客様との対話を重視しながらお客様の要望に1つ1つ丁寧にお応
えできるよう、デザインから会期中のサポートまで一貫してお任せいただ
けるように体制を整えております。
　また、英語、フランス語、中国語、ドイツ語、スペイン語、ポルトガル語
に対応でき、海外における展示会施工会社にも太いパイプを持ってお
ります。海外の物件等にてお困りのことがあればぜひお声掛け頂ければ
と思います。

株式会社スタジオハル
代表取締役社長　小林　義実
〒168-0063　東京都杉並区和泉1-30-21

I・Bビル
Tel.03-5355-3555

入会に向けて
　この度ご縁をいただき東京ディスプレイ協同組合に入会させて頂くこ
とと成りました。
　弊社は「無機質な壁面や空間を装飾し、世の中を明るく楽しく華やか
に変えて行く事により社会に貢献する」をモットーに、社員一同常に新し
いことにチャレンジして参ります。

　組合活動にも積極的に参加させて頂きたいと存じておりますので、
今後ともご指導ご鞭撻の程よろしくお願い申し上げます。

業務内容等
　弊社は創業半世紀以上の伝統を持つアクリル樹脂加工技術と、最
新のインクジェットプリンタ設備を兼ね備えたサイン製作・施工会社で
す。
　従来のアクリル手加工技術から最新のフラットベッド型UVプリンタま
で、大判インクジェットプリンタ約10台体制で対応。レーザーカットマシン
等の設備投資も積極的に行い現場の施工まで責任をもって対応致し
ます。
　また、都区内に工場を持つことにより緊急時にも機動的に対応可能
です。

株式会社テスコ
代表取締役社長　岡本　賢二
〒181-8535　東京都三鷹市上連雀1-12-17
Tel.0422-56-2431
営業窓口ご担当者名：伊倉　泰

（営業開発本部　本部長）

入会に向けて
　この度ご縁をいただき、東京ディスプレイ協同組合に入会させて頂く
こととなりました。当社は1952年の設立から今年で64年となります。
2008年からは乃村工藝社グループの一員となりました。外食チェーン

を中心とするお客様のファシリティ（施設・設備・機器等）・ケア（保守・
機能改善等）を中心に事業を展開しております。
　次 と々新業態が生まれ、出店サイクルも早まっている外食業界にお
いて、我々は「QuickActionwithCare」をブランドステートメントに掲
げ、スピーディーで適切な対応によってお客様がコア・コンピタンスに集
中できるという、バリューチェーンの一翼を担わせて頂いております。
　また、最適なケアをもって最適なサービス空間が保持され、その先の
生活者にとってのより質の高いサービス提供に繋がるとことを意識し、
空間づくりのディスプレイ業界の更なる地位向上に寄与できるよう鋭
意邁進してまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

株式会社ノード
代表取締役社長　藤村　信夫
〒135-0091　東京都港区台場2-3-5

台場ガーデンシティビル10F
Tel.03-5962-1020　Fax.03-3570-2464
営業窓口ご担当者名：佐藤　直樹

入会に向けて
　この度はご縁がありまして、東京ディスプレイ協同組合に入会させて
頂き誠にありがとうございます。
　弊社は大型商業施設を中心に、プランニング・デザイン・設計・設計
監理などを主業務として、各種プロジェクトに参画している乃村工藝社
グループのデザイン専門会社です。

　設立以来、東京を拠点として、日本は勿論、アジア全域を、いずれは
“世界を活躍の場に”と考える、若さ溢れるデザイナー集団です。
　昨年度の売上の半分以上は海外業務、その8割は中国で仕事をし
ています。
　デザインは今、21世紀の情報化社会の中で、その従来的要素であ
る独創性・先進性・機能性などの枠を超えて大きく変わろうとしていま
す。
　当然、デザイナーが担う社会的役割も進化しなければならない、と、
私達一人一人が自覚しております。
　グローバルなビジョン、グローバルな行動がノードの濃度（魅力）です。
　こらからは皆さまと一緒に、デイスプレイ業界を盛り上げていきたいと
思います。今後ともよろしくお願いいたします。
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ようこそ東デ協へようこそ東デ協へ新規加入組合員紹介 ようこそ東デ協へ
ノムラテクノ株式会社
代表取締役　髙橋　元彦
〒136-0082　東京都江東区新木場2-2-1
Tel.03-5569-1313
営業窓口ご担当者名：平井　達也

入会に向けて
　この度、ご縁をいただき、東京ディスプレイ協同組合に入会させて頂
くことになりました。

　弊社は1995年に（株）乃村工藝社より展示環境演出装置類の保
守・メンテナンスを主たる事業として分離独立いたしました。その後、展
示装置、造形、映像音響コンテンツ等の企画、設計、制作施工、リ
ニューアルまで手掛け、展示環境演出装置の設計、制作施工から保
守・メンテナンスまでの一環したサービスの提供により、日本全国のお
客様のご要望にお応えしております。
　これからも、新しい展示環境演出技術に取り組み、『歓びと感動の空
間創造』を通して、ディスプレイ業界の発展に貢献できるよう全社一丸
となって頑張っていきたいと思っております。ご指導ご鞭撻の程、宜しく
お願い致します。

株式会社ノムラデュオ
代表取締役社長　河西　裕二郎
〒136-0082　東京都江東区新木場2-2-1
Tel.03-5569-1300
営業窓口ご担当者名：営業開発部　田中　登彦

入会に向けて
　この度は、ご縁がございまして東京ディスプレイ協同組合に入会させ

ていただく事になりました。
　私たちは、集客施設、商業施設などの空間を活性化するプロ集団で
す。
　セールスプロモーション、ディスプレイなどの企画・設計・デザイン・演
出・制作施工および施設運営サポート業務をお手伝いさせていただい
ております。
　微力ではございますが、東京ディスプレイ協同組合様、また、会員企
業の皆様のご発展に尽力いたしたいと考えております。今後ともどうぞ
よろしくお願い申し上げます。

株式会社ノムラプロダクツ
代表取締役社長　奥野　福三
〒136-0082　東京都江東区新木場2-2-1
Tel.03-5569-1650　Fax.03-5569-1648
営業窓口ご担当者名：事業戦略本部　開発部

渡邊　裕文

入会に向けて
　2011年2月（あの東日本大震災の1か月前）に乃村工藝社グループ
の再編の中で、ノムラプロダクツは発足しました。ちょうど丸5年が経ちま
した。人間で言えば、幼稚園の年長さん、まだ小学校へ入学する前・・・。
　これから皆さまとお付き合いをさせて頂く中で、一歩づつ成長してゆき
たいと思っています。微力ではありますが、業界と世の中の発展に貢献

できるよう、皆さまと力を合わせ頑張って参ります。
　皆さま宜しくお願いいたします。

業務内容等
　弊社は、「大型施設の建築内装・設備工事」「飲食多店舗の建築
内装・設備工事」「サイン」を手掛けており、乃村工藝社グループの中
で建築に関わる分野を担当しております。最近では、弊社のサービスを
組み合わせることによって、築年数が経過したビルに新しい価値を加
え、ビルを丸ごと生まれかわらせる「ビル再生」という領域にも進出してお
ります。
　「空間をつくる～つくりかえる」ことのプロフェッショナル集団として、企
画・デザインから設計・施工までを提供し、「お客さまに感動を！」を合言葉
に全社員頑張っております。

お年玉企画当選者の声

お年玉企画当選者の声

まさか私が当たるとは・・・とってもビックリしています。
『高級リムジンで東京ナイトクルージング』
普段の生活とはかけ離れた世界の事で、なかなか実感が沸
きませんが、社内のイベントなどで有効活用をさせていた
だきたいと考えております。
どうもありがとうございます。

新春号 お年玉企画　当選者

『高級リムジンで東京ナイトクルージング』

株式会社クラウドポイント　杉野 尚子 さん
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ディスプレイ東京

『いっしょに守ろう』
・きれいな地球

・たのしい職場

・みんなの利益

東 明 興 業 株 式 会 社
東京都練馬区谷原1丁目12番10号
TEL:5910-2771(代) FAX:5910-2700

E-mail：eigyo@tomei-ems.co.jp

http://www.tomei-ems.co.jpｘ

産業廃棄物処理業・改修解体業

株式会社エクセル（エクセル シロキ）

損害保険ジャパン日本興亜株式会社
東東京支店　浅草支社

株式会社ファンタスティック

編集後記

　春号が発行される4月下旬には桜の宴も終わり、皆さんの会社でも各部署に配属された新人たちが社会人としての

第一歩を踏み出していることと思います。私も毎年研修に立ち会いますが、いつも新鮮な気持ちになります。ともすれ

ば日々の業務に追われ、社会人として働き始めた頃の「当たり前のことを、バカみたいに、ちゃんとやる」（＝これを新入

社員の “ＡＢＣ” と呼んでいます。）という心持ちがおざなりになっていないか、自らを省みるよい機会となっています。

会社の継続的発展のためには、つねに新しい血（＝新しい知）を取り入れ、人材の多様性を維持する必要があります。社

内に活発な論議、良い意味での摩擦が生まれてこそ、活力ある組織が維持されるのでしょう。今春の新入社員は、きっと

４年後の東京オリンピック関連のプロジェクトで各社さんの中心的役割を担うことでしょう。その姿が目に浮かび、本当

に楽しみです。他方、オリンピックの「宴のあと」をどう乗り切るか、いまから準備する必要がありそうです。それは我々

先輩世代の責任でもあります。業界各社が互いに切磋琢磨し、「宴のあと」の波を乗り越えたいものです。

広報委員：佐々木秀明／ジーク㈱東京店
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システム販売、設計、施工、メンテナンス
イベント・レンタルのトータルサポート

「映像 yorozu 屋」 0120-410-866

喜摩租賃（北京）有限公司   TEL : +86-10-5861-2313 

大 阪 本 社 TEL : 06-6310-4100   FAX : 06-6310-4110

東 京 支 店 TEL : 03-6685-4100    FAX : 03-6685-4134

【URL】www.cima-net.co.jp 【E-mail】r-info@cima-net.co.jp

京 都 支 店 TEL : 075-723-0430    FAX : 075-723-0431

広 島 支 店 TEL :  082-246-7762    FAX : 082-243-2281

上  海  分  公  司   　              TEL : +86-21-6328-2816 

株式会社シーマ

プラズマディスプレイシリーズ

プレゼンテーションシステム
Encore Presentation System

液晶ディスプレイシリーズ液晶ディスプレイシリーズ

カタリスト ビデオマッピングシステム
CATALYST

カタリスト ビデオマッピングシステム
CATALYST

パンドラスボックス メディアサーバー
 Pandoras Box Media Server

パンドラスボックス メディアサーバー
 Pandoras Box Media Server

103 インチ昇降式ディスプレイ
Screen lifter 103

各種スクリーン

液晶マルチディスプレイシステム
LCD-X461UN

3 チップ DLP® プロジェクター
PT-DZ8700

3 チップ DLP® プロジェクター
PT-DZ8700

3 チップ DLP® プロジェクター
PT-DZ8700

1 チップ DLP® プロジェクター
PT-D6000

1 チップ DLP® プロジェクター
PT-D6000

1 チップ DLP® プロジェクター
PT-D6000

一体型二眼式
3D カメラレコーダー

AG-3DA1

3DLCD ビデオモニター
BT-3DL2550

3D グラス
TY-EW3D2MW 3D 対応プロジェクター

フル HD 3D 対応 
85 インチプラズマディスプレイ

TH-85VX200

3D 対応デジタル AV ミキサー
AG-HMX100

フル HD3D 対応ビエラ
TH-P65VT2

私たちは夢見る力と最新機材を武器に感動を創造する専門家集団です。

ハイビジョン 3D 対応 BD レコーダー
DMR-BWT2000K

展示空間 
                           を   

         演出する

展示会会場
電灯照明・動力幹線
放送設備・設計施工

株式会社 鈴木電機
      〒111-0033　東京都台東区花川戸 2-12-5
                      TEL  03(3842)8201（代）
                      FAX 03(3845)3040
              URL : http://www.suzukidenki.co.jp



URL：www.media-t.co.jp
本　　　社
大阪事業所

TEL：03-5677-1924
〒530-0053  大阪市北区末広町３-６ １Ｆ TEL：06-6311-1951
〒135-0016  東京都江東区東陽3-23-9

URL：http://www.besco.co.jp TEL：03-5542-8131〒104-0043  東京都中央区湊2-12-11 相栄ビル5階

天地 130ｍｍ×左右 180ｍｍ
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