
株式会社コムデック
〒516-0007　三重県伊勢市小木町484-1　TEL 0596-31-1100　FAX 0596-31-3300

http ://www.facebook.com/comdec. jpwww.comdec. jpHP

新元号 令和の時代スタート！　新入社員を迎えて ...

代表取締役社長  樋口 雅寿
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４月 1日の入社式では平成最後の新入社員でしたが、夜の歓迎会では令和最初の新入社員と紹介された今年の新入社員さんが多かった
のでは？ (笑 )
理系でゲーム好き、アニメ好きが多い弊社社員ですが、今回は過去最高レベルの「ゲーマー」新入社員でした ...。
伊勢に若い人を残すというのが、私なりに経営者の責務と考えており、採用できたことが心底嬉しいです。

中途採用も積極的に行っていますが、敢えて難易度＆コストが高い新卒採用を行っているのは、「採用と教育と広告宣伝」が出来ないのが
零細企業という定義を聞いてショックを受けた事が契機であり、ヨッシャそれなら全部やります的な発想で新卒採用を続けています。
しかし少子化によって、新卒採用はいまやバブル期を彷彿させる、会社訪問の新幹線・飛行機代負担は当たり前、企業が学生様に面接し
ていただく状態となり、大学＆高専新卒採用のコストと難易度は年々増すばかりで正直苦しくなってきていますので、来年は新入社員
が迎えられるか微妙な情勢です。

そして採用したならば次は教育ということで、週３回の朝活や技術指導、OJTが始まっています。
若手が多くなり、まだまだ半人前の社員が皆様にご迷惑をお掛けすることも多々あるとは存じますが、ご指導の程何卒宜しくお願い申
し上げます。

「令和」スタートとなる 2019年度のコムデックは、16名体制にて更に強力にお客様の IT、クラウド活用を支援して参りますのでご期
待ください !!

IT 活用戦略セミナー2019 事前告知！②Imadokiセミナー

「令和」最初の「IT 活用戦略セミナー」の告知第二弾はDAY･1 基調講演を
御担当いただく、㈱スノーピークビジネスソリューションズの村瀬社長。
キャンプ好きなら知らない人は居ないという「＊snow peak」の CTOで
もあり、先日は旅行代理店の最大手「JTB」との共同企画を発表するなど、
超多忙の中の社長様です。
４年ほど前から、お会いする機会を頂戴するようになり、今回伊勢の地で
の講演を依頼したところ快くお引き受けいただけました。

㈱キーエンスで名古屋営業所長を務めた後、製造業を中心とした現場の
情報化を支援するべく、1999年に㈱アイ・エス・システムズを起業。
社員がワクワク働ける会社創りに尽力され、㈱船井総合研究所の従業員
満足度調査では最優秀賞を５回受賞されるほどの徹底ぶりから、周囲か
ら ES( 従業員満足度 )の鬼、マニアと呼ばれていた時代も ...。
2016 年、㈱スノーピークと共同出資で、㈱スノーピークビジネスソ
リューションズを設立し、代表取締役に就任されました。
現在は、自然の壮大なパワーとテクノロジーの無限の可能性を健全に融
合し、企業の「人材問題」を解決するため講演活動を積極的に実施され
ています。

～  働 き 方 改 革 に D Xで 立 ち 向 か え！～ 経営者様、IT 担当者だけでなく、
IT 活用に興味ある方におススメ !

経営者様、
経営幹部の方におススメ !

19 （水）

※招待制
6/18 （火）

プレゼンテーター紹介
その２

講演タイトル
「人間性と生産性を向上させるワークスタイル変革」　6/18 （火）

DAY1  基調講演 ㈱スノーピークビジネスソリューションズ　代表取締役 村瀬 亮 様

▲ 4/1～　大手旅行代理店「JTB」様と
「CAMPING OFFICE HAWAII」サービスを開始

▼CAMPING OFFICE

都会のビルの空き空間にテント !!　革靴、パンプスでテントの中へ！
都心のビル街のでも、非日常気分で仕事できれば普段出ないアイディア続出！

WEBメディア特集記事
https://www.wwdjapan.com/619445

キャンピングOFFICE も楽しそうで良いですね♪　
雇用慣習の変化で社員の流動化が進んだ事や、IT 化により社員同士
の関わり合いが少ない働き方が増えてきたことで、個々のコミュニ
ケーションが不足がちな職場が増えてきたためコミュニケーション
機会創出の場として、社内 BBQ や運動会や社員旅行が近年見直さ
れてきています。

弊社も社員同士のコミュニケーション強化を目的に、誠に勝手なが
ら、5 月 17 日 ( 金 )~19 日 ( 日 ) は社員研修として韓国訪問が予定
されており臨時休業とさせていただきます。主要スタッフは全員参
加致しますので、移動日となります 5 月 17 日 ( 金 ) については十
二分な対応は致しかねる場合がございます事をご容赦ください。
お客様にはご不自由をお掛け致しますが、何卒ご理解の程よろしく
お願いいたします。

社員研修旅行のお知らせ
Information

12:30　受付・展示会場OPEN
13:30　セミナー開始
17:30　閉場・展示会場終了

DAY1　  80 名 ( ご招待のお客様のみ )
DAY2　120名　　　　　　計200名を予定 

●各日参加者可能数

●時間



学生時代に TVゲームに多大なる時間を使っていたり、アニメ、特にガンダムの
ファンだと採用されやすいという噂どころか、それが真実の当社ですが、面白い
キャラクターが増えてきました。
平均年齢 31歳となった「令和」時代のコムデック、「知らない人が大勢いる」とい
う声を頂戴する事が増えてきましたので、三年振りの社員大特集開催です♪
普段は電話やメールだけのお付き合い中心の社員もおりますが、IT 活用戦略セミ
ナーは社員総動員で開催致しますから、是非とも直接のご挨拶のご機会をいただ
きたく 6月 18日、19日のご予定確保をお願いいたします。

知り合い発見 !?

新入社員教育始まりました経営者様向け情報

新卒採用の次のステップは「教育」。
皆様の会社では新入社員教育
どうされていますか？

弊社では、会社全体の業務を知るため２日目から約
４か月間の事業部ローテーションによる技術研修や
OJTを主体として行っています。
また、週三回の「朝活 !　AM7:30～8:30」を９月
末までの半年間、日本生産性本部の「チームの基本」
を使いながら、私や先輩社員も参加してファシリ
テーター＆ホワイトボード係＆Evernote への記録
( 書記 ) の役割を経験させながら社会人力を鍛えて
いきます。
手間暇掛かる教育を放棄したら企業に未来は無い !
という信念もあり、社長自身で出席して真面目に取
り組みを続けております。

しかしながら先日お客様から、次々採用してロクに
教育もしていないのではないかと、ご意見いただく
事があり、ご指摘を受けたことを経営者として恥ず
かしくもあり、深く反省しております。
今回ご意見いただいたのが「技術面」なのか「社会
人力面」なのかはわかりませんでしたが、お客様に
とっては誰が来ても「コムデックの社員」である事
には変わりありません。
皆様のご期待に沿える「コムデックの社員」である
よう、全社員の教育については継続的に強化してま
いりますので遠慮なくご批判、ご意見賜りますよう
お願い申し上げます。

● 社員教育の主な取組のご紹介

課題図書
愚者は己の経験に学び、賢者は他人の経
験から学ぶ。読書は基本中の基本として
推奨され評価制度とリンクしています。

朝活制度 (週三回 )
会議の手法から TEDx Talks の動画な
ど多岐にわたる知識のインプットを行
い社会人力を高めています。新人だけ
でなく先輩社員も一緒に行っています。

理念と経営勉強会
就業時間後に社員同士で月刊誌「理念
と経営」を読み合わせ。
意見発表＆交換を行い、他社の事例を
学んでいます。

三重県経営品質協議会セミナー
　　　　　　　　　　　＆研修参加
セミナーや研修に社員を参加させるだ
けでなく、私や生田専務も「経営者ゼ
ミナール」を受講し、４年にわたり経営・
マーケティングについて学んでいます。

「三重県経営品質協議会」例会では、日本経営品質賞を二度受賞された多気町の万協製薬 松浦社長のセミナーをはじめ多
数の優秀なコンテンツがございます。企業経営・マーケティングに興味がある経営者様、是非私までご連絡ください。

少し広報を ... 会員募集 (^^)/

2019 年の加入社員

出身：伊勢市
出身中学：北浜中学校
出身高校：鳥羽商船高専
出身大学：三重中京大学
趣味：漫画を読むこと

伊勢出身夫婦が子育てを機に、東京のシステム会
社から U ターンで戻ってきました。誠意をもっ
て丁寧に対応させていただきます！

出身：伊勢市
出身中学：五十鈴中学校
出身高校：宇治山田高校
出身大学：名城大学
趣味：サッカー観戦

４月に新入社員として入社しました。ネイティブ
伊勢市民として伊勢を盛り上げる為に頑張って
いきますので応援よろしくお願い致します。

出身：静岡県
出身中学：富士南中学校
出身高校：富士高等学校
出身大学：静岡大学
趣味：アイドルの追っかけ

結婚を機に伊勢の地に引っ越して参りました。４
月に入社したばかりですが、静岡では銀行員を
やっておりましたので、コムデックの勘定奉行と
して頑張ります。

出身：志摩市
出身中学：磯部中学校
出身高校：宇治山田商業
　　　　　情報処理科
趣味：ドラム・ゲーム

ホテルマン時代の経験と情報科で勉強した IT を
MIX して、社内ホスピタリティ向上を目指しま
す！会社にお越しいただいた際には元気にご挨
拶させて頂きます！

濱口　将宗
30 歳・蠍座

齋藤　和輝
22 歳・双子座

徳田　幾美
26 歳・獅子座

羽根　一希
21 歳・蟹座

可愛かった新入社員も立派に成長しました。

出身：多気町
出身中学：勢和中学校
出身高校：鈴鹿工業高専
出身大学：鈴鹿高専 専攻科
趣味：音楽

kintone のアプリデザインスペシャリスト取得
しました！ kintone のことならなんでも聞いて
ください！あ！昨年結婚して、夏にはパパになる
予定です♪

佐田　薫士
26 歳・山羊座

出身：鈴鹿市
出身中学：神戸中学校
出身高校：神戸高校
出身大学：三重大学
趣味：バンド ( キーボード・
ベース )・カラオケ

就職を機に引っ越してきて早 5 年目 ... 伊勢での
暮らしにも随分慣れて、行きつけの居酒屋もでき
ました！オススメのお店ありましたら是非教え
てください (#^.^#)

駒田　早紀
28 歳・水瓶座

出身：松阪市
出身中学：三重中学校
出身高校：三重高校
出身大学：広島大学
趣味：スポーツ

業務はもちろん、神輿を担いだり、お祭りの運営
に携わらせていただいたり、地域の為に活動でき
る事を嬉しく思います。これからもよろしくお願
いします！

西道　涼
26 歳・魚座

出身：松阪市
出身中学：久保中学校
出身高校：三重高校
出身大学：中京大学
趣味：野外フェス・スノーボード

新卒として入社して三年目となりました。若手と
してフットワーク軽く皆様のご支援をさせてい
ただきます。PC・ネットワークのことはお任せ
ください！

濱口　裕汰
24 歳・獅子座

電話・来訪対応は私たちが担当します。

出身：伊勢市
出身中学：小俣中学校
出身高校：明野高校
趣味：水族館に行くこと

４月に入社しました。２児の姉妹の母です♪
不慣れなことも多いですが、明るく元気に対応さ
せていただきます！

鈴木　真希
29 歳・パート
獅子座

出身：松阪市
出身中学：嬉野中学校
出身高校：三重高校
出身大学：鈴鹿国際短大
趣味：家族で旅行

社会人歴 14年（うち出産育児で 2年のブランク
有）。前職養護教諭時代に培ったにこにこ笑顔で、
皆様からのお電話をお取次ぎさせていただきま
す。

平石　理子
33 歳・パート
乙女座

豊富な経験でお客様をサポートします。

出身：伊勢市
出身中学：港中学校
出身高校：伊勢高校
出身大学：近畿大学
趣味：自転車、ドライブ

昨年 20 年ぶりに九州のシステム会社から、U
ターンで入社しました。これまで培ってきたスキ
ルで地域の会社、皆様に携われることが今とても
嬉しいことです !

土谷　拓之
42 歳・牡羊座

出身：伊勢市
出身中学：倉田山中学校
出身高校：鳥羽商船高専
　　　　　制御情報工学科
趣味：買い物、韓流ドラマ、
東方神起

3人の息子たちが小学生になりました。益々元気
に明るくがんばっていきたいと思います。メール
や Office365 に関するお困りごとはお任せ下さ
い！

西山　幸恵
40 歳・魚座

出身：津市
出身中学：南が丘中学校
出身高校：久居高校
出身大学：名古屋商科大学
趣味：スノーボード

DA PUMP の ISSA と同じ 1978 年生まれです。
歌って踊ることはできませんが、日々 IT の力を
駆使して、お客様に喜びを提供することを使命と
して励んでおります。

杉井　郁哉
41 歳・牡羊座

出身：明和町
出身中学：明和中学校
出身高校：宇治山田商業 
　　　　　情報処理科
趣味：お城探訪

これまでの数多くのシステムに携わった経験を
基に、みなさまのお役に立てるよう努めていま
す！「日々の困ったな」があれば気軽にご相談く
ださい！

中谷　嘉宏
33 歳・蠍座
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