
田中組の旧本社に
江戸時代から続く
一本のかりんの木
がありました。ふふ
丸は「家族愛」「お客
様第一主義」の象徴
と し て 生 ま れ た
キャラクターです!

NEWS
PICKUP

環境整備点検
ウェブ化スタート
毎月行っている環境整備点
検。営業所のみ行っていた
ウェブ上での点検を、9月
から本社にも導入！ zoom
の習得度に個人差があるこ
とが明らかになりました。
差を無くすため今後も継続
していきます！

ベトナムー田中組
日本語勉強会開始
新型コロナウイルスの影響
で来日できていないベトナ
ム人内定者の2名に向けた
勉 強 会 を10月7日（木）よ
りスタート！日本に来た際
に安心して仕事ができるよ
う準備を進めています。

freshers内定者紹介

70期振り返り
　11月から新しい期（71期）
が始まります。この機会
に 70 期に起きた出来事を
いくつかピックアップ。
90-100プロジェクト発足
　2021年1月28日、90周年
を迎え100周年に向けてス
タートを切りました。当日は

周年イベントを開催。ドレス
コードのブルーにちなんで、
その日1番ブルーだったス
タッフへ「ベストブルー賞」
を授与。新作業着のお披露目
や記念撮影を行いました。
様々なお手伝いをさせてい
ただきました
　田中組が始まって以来

最大級の新築工事が2つ。
7月に竣工した「コジマ様複
合ビル」。学研ココファン様
のサービス付き高齢者向け
住宅がテナントとして入居
しています。そして現在工
事中の「グランドガーデン
KSア ル フ ァ 燕 三 条 駅」。
2022年3月竣工予定の12階

建て分譲マンションです。
　その他には現在、新潟電子
工業様の改修工事などを
行っています。既存建物内で
営業を続け、少しづつ工事し
ていくため新築とは異なる難
しさがあります。2022年夏に
竣工予定！現場所長氏田さん
のコメントをお楽しみに！

▲リーさん

▼ドゥックさん

　9月29日にユタカ電業様の
ブランディングミーティング
にお邪魔してきました。この
とき、取り組みを始めてから
1ヶ月経ったばかりとのこ

と。今回はコーポレートカ
ラーを決めるためのミーティ
ングでした。田中組がブラン
ディングを始めたのはおよそ
5年前。ID室のメンバーが入
社する前から取り組んでお
り、入社したときには既にカ
ラーが決まっていました。実
際にカラーを決める場面を目
にすることができ、コーポ

レートカラーの目的や効果を
再認識。そして田中組のブラ
ンディングをより活性化させ
るための改善点にも気が付く
ことができました。
　その改善点とは社内への発
信。今まで「ネイビー」が田中
組のカラーだと思っていま
したが、確認したところ正式
なカラーは「紺青」とのこと。

大別したときには同じカテゴ
リーですが、色名まで指定さ
れているとは…これから新た
に取り組みを始める際には、
展開の方法までセットで考え
ていきたいと思います！

ブランディング レポートブランディング レポート
＃ユタカ電業様 ����������

インフォメーションデザイン室

ユタカ電業株式会社
創業45年の鉄道設備メーカー。通信・信号・
電力等の設計製作業務を行う。本社は山口
県、営業所が東京都、宮城県にある。新入社
員をはじめ若手スタッフを中心にブラン
ディングに取り組む。



11/5（金）▶第71期経営方針発表会

　＠新潟県立生涯学習推進センター　

11月誕生日▶丸山さん・五十嵐（充）さん・津野さん・

　　　　　　    五十嵐（大）さん・日岡さん・土沼さん。

　　　　　　    おめでとうございます！

　今や、IT化への対応は必
要不可欠。しかし担当者が
得意になっただけでは会社
の成長は図れません。全員
で簡単なことを当然にでき

るようになる必要がありま
す。20代から70代まで働い
ている田中組。年齢性別問
わず苦手意識を無くしてい
くためにパート社員や内定

者を含め、全てのスタッフ
にiPadを貸与！しかもプラ
イベート利用OKです。興味
のあることから楽しく覚え
ることが促進の近道です。

2022 年 4月に入社予定の内定者をご紹介！

ナガイタクミ

永井拓実

ナカガミシュン

中上駿

マルヤマジュンペイ

丸山隼平

ヤマカワタイチ

山川大智

出身地
新潟市中央区
出身校
長岡大学
経済学部 経営学科

趣味
お出かけすることです！自然があると
ころや観光地が好きです！
学生時代の思い出
フィリピンに 1ヶ月留学しました。カ
オハガンで見た星空は日本と比べ物に
ならないくらい綺麗でした！

生年月日
1999年10月28日

出身地
新潟市中央区
出身校
新潟国際情報大学
経営情報学部 経営学科

趣味
スノーボードやキャンプなど季節限定
のアクティビティが好きです！毎年、友
人とスノーボードに行っています！
学生時代に頑張ったこと
学業とアルバイトの両立、ゼミの活動に力
を入れました。ゼミではメンバーと地域活
性化プロジェクトに取り組みました！

生年月日
1999年10月23日

出身地
新発田市
出身校
新潟職業能力開発短期大学校
住居環境科

趣味
身体を動かすこと、スニーカー収集
学生時代の思い出
中学・高校で卓球部に所属していまし
た。中学では叶えられなかった県大会
出場という目標を、高校生のときに達
成することができました。

生年月日
2001年7月5日

出身地
田上町
出身校
新潟国際情報大学
経営情報学部 経営学科

趣味
ドライブ、釣り、スノーボード、野球、
カラオケ、ファッション。
（時間とお金が足りません…）
学生時代に頑張ったこと
大学から始めたブレイクダンス。10月に
行われた大学祭で集大成を披露しました！

生年月日
1999年7月3日

クも種類豊富です！是非、足
を運んでみてはいかがで
しょうか？

【店舗情報】
住所：新潟市東区東明5丁目
1-1-101
営業時間：11:00 ～ 18:30
定休日：火曜
　　　 ※祝日の場合水曜
駐車場：13台

私が担当
しました

　兵庫県発となるパンケー
キ店「Hawaiian Cafe 魔法の
パンケーキ新潟店」が東区に
オープンしました！新潟で
は初出店となります。今回、
田中組で物件仲介から施工
までお手伝いさせていただ
きました！ハワイにある小
さなカフェをイメージした
そうです。スイーツだけでな
く、お食事メニューやドリン

トライした証拠。失敗した人
を無責任に批評するような
評論家にはならないで欲し
いと思っています。田中組に
とっては動かないことこそリ
スク。お客様のお困りごとは
多岐に渡ります。お客様の数
だけ、解決策の数があるはず
です。お客様に求められてい
るモノをプロとして責任感を
持ってお応えし続ける会社で
ありたい。建てて終わりだと
いう考えは田中組にはありま
せん。スタッフの皆さんには
お客様から中長期的にお付き
合いを続けたいと思っていた
だけるよう人間性を磨き続け
て欲しいと思います。

　変化に敏感であることと同
時に、歴史を振り返ることも
大切です。アメリカの投資家
ウォーレン・バフェット氏の
言葉で「我々が歴史から学ぶ

べきなのは、人々が歴史から

学ばないという事実だ。」とい
う格言があります。未来を予
言することは出来ませんが、
歴史を振り返ることで未来を
予測することは出来ます。会
社や自身の出来事も、なぜ上
手くいったのか、失敗したの
かを振り返り、検証すること
で次の行動を決める一助とす
ることができるでしょう。
　田中組では動きながら考
える人を評価します。失敗は

　最近社外の方とお話しする
中で私が感じていることは、世
の中の変革のスピードが以前
と比べて各段に早くなってい
るということ。コロナウイルス
による閉塞感を取り戻そう
と、自ら情報を取りに行こうと
いう気持ちが自然と強くなっ
ている方が増えているのでは
ないかと推測しています。お客
様の幸福満足度を実現すると
いう理念の下に設立されたの
がファムらいふグループ、そし
て田中組の考え方。プロとして
お客様に情報を提供したり、提
案したりできるようアンテナ
を張り続ける必要があると感
じています。


