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社是 「人を創り 会社を興し 社会に尽くす」

チャレンジするからチャンスがある。
自己実現に向けて、開拓者であれ

求
め
る
人
材
像

人と接することが好き

明るく元気 素直

約束を守るチャレンジ精神旺盛

社員に
期待する要素

産業界のものづくりを支える電機・電子・機械分野の多彩な技術領域、幅広い市場分野が活躍のステージです。

当社は独立系技術商社として、FAをはじめとするものづくりの現場を主戦場に、ロボットやＩｏＴなど時代の

先端をゆく製品技術を活かした独自のソリューションと、新たなビジネスモデルの創造に挑戦しています。

提案活動の第一線に立つ営業、技術的な付加価値を生み出すエンジニア、世界各地のお客様が求めるもの

を正確かつスピーディーにお届けする物流部門、攻めの営業展開を支える管理部門、そしてアジアや欧米の

営業拠点など、当社にはあなたの個性と才能を活かす多彩な仕事の“現場”があります。

仕事のステージを自己実現の場として、失敗を恐れずチャレンジしてほしい。創立70周年を迎え、さらに100周年

に向けて力強く成長し続ける当社は、その駆動力となる若いエネルギーを求めています。

サンワテクノスは、
「設備をつなぐ」「現場をつなぐ」「情報をつなぐ」技術商社です。
さまざまな“架け橋”となることで、よりよい社会の実現を目指します。

私
た
ち
の
ミ
ッ
シ
ョ
ン

こんなところでお役に立っています（イメージ）

● レンズ　● カメラ　
● 車載コネクタ　● センサ 等 ● サーボモータ● 産業用ロボット

● AED

自動編み機

POSシステム

オフィス

自動販売機

スーパーマーケット・商業施設● LED照明

工場・倉庫

先進運転
支援システム

●衝突回避
●ドライビングアシスト
　（走行車線検知等）
●アラウンドビュー 等

STORE
●●●●

● 産業用パソコン
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見積書作成

営業開発部のメンバーとA社に同行し、商品提案

仕入先様、上司とB社へ。納期関連の打ち合わせ

ノー残業デーのため退社

ある1日の主なスケジュール

セールスエンジニア
Y. I.
工学部 電子情報工学科卒　
2013年4月入社

　入社5年目に横浜支店からAM（アミューズメント）課に
異動したⅠ君は、現在、遊戯機器に搭載される電子部品の
提案と販売から納期・売上管理までを担当。業界大手の
お客様2社を中心に、電子部品が集積する遊戯機器向け
の電源関連部品やセンサーなど、当社仕入先様各社の
多彩な商品を拡販し、着実に成果をあげています。受注金
額の大小にかかわらず、お客様のご要望に対して、自ら精
査した提案商品が採用されたときがうれしいと顔をほころば
せます。
　「お客様に喜ばれる最善の商品・サービスを提供するに
は、製品選定や情報収集など自分一人では限界があるた
め、社内の横のつながり、特に他のお客様や拡販製品を担
当するセールスエンジニア同士の連携が大切です。本社オ
フィス勤務の営業職はフリーデスクなので、何かを知りたい
ときは聞きたい人の隣に行ってすぐに聞くことができます。
風通しの良い職場環境で情報交換や対話を日々活発に
行っています」

　学生時代は各種イベントを企画・開催するサークル活動
を通して、人と一緒にひとつのことを実現する達成感と、人
のつながりの大切さを知ったと言うⅠ君。就職活動では技
術領域が限定されるメーカーではなく、商社やシステム関連
企業を志望しました。当社人事部と大学恩師の縁で当社を
知り、取り扱う技術領域の広さと、ロボットビジネスなど成長
市場へ挑戦する事業ポテンシャルの高さに魅かれ入社を
決めました。
　入社後約1年半は、本社FAシステム部門でマンツーマン

幅広い視野で未来を見据え、
新たなビジネスモデルを
つくりたい

ジェネラル、スペシャル両面から
信頼される人材に

社内連携による情報をもとに
質の高い提案活動に取り組む

リーダーによるOJTや各種メーカー研修を受け、横浜支店
ではFA・産業機器分野の多彩な業種のお客様へのエリア
営業を経験。
　「さまざまな業界のお取引先様とのお付き合いを通して
広がった視野やものの考え方が、今の仕事に生きていま
す。現在アミューズメント市場が伸び悩むビジネス環境下
で、ひとつの機器への商品搭載シェアを上げる取り組みに
加えて、装置の全体構成や業界全体を俯瞰する幅広い視
野を持って、お客様の新たな遊戯機器開発やビジネスモデ
ル創出につながる提案活動を展開したいと思います。まず
ジェネラリストとしてさまざまな仕事の経験を積み、将来的に
は社内外から信頼されるスペシャリストとしても会社に貢献
できる人材になりたいですね」

エンジニア
N. H.
高等専門学校 ものづくり工学科卒（情報通信工学コース修了）
2016年4月入社

　H君はシステムのプログラム設計・製作を行うSE（システ
ムエンジニア）。エンジニアリング部の事業基盤強化のた
め、2017年10月新たに設置されたIoT推進課に在籍し、プ
ログラム設計・製作業務とあわせて、営業同行によるお客
様への商品技術説明、納品後のメンテナンスまでを担当
しています。初めて経験した太陽光発電システムのメンテ
ナンス業務で根気よく技術改善を図り、お客様からご評価
いただいたときに仕事のやりがいを実感。入社1年後には、
愛知県の自動車関連SI企業に出向し（約5カ月間）、自動
車生産ラインの計画稼働率・生産量に対する異常値など
をリアルタイムで検出して、見える化する生産マネジメントシ
ステムの設計にも取り組みました。
　「お客様のニーズとして、プログラミング言語の違いなど
から当社の受注実績がないシステムの場合は、自ら勉強し
てイチから設計・製作しますが、出向経験が大変勉強になり
ました。本社に戻ってからは出向先との協業はもちろん、自
分が学んだことを当社エンジニアリング事業の武器にする
べく日々の仕事に取り組んでいます」

　技術職を夢見て高校進学時に高等専門学校（5年制）
を選び、情報通信にかかわる電気・電子回路、プログラミン
グなどの技術を学んだH君。4年生のときにインターンシッ
プ制度で技術系の商社で研修した経験から、人とのかかわ
りが幅広い技術商社を志望。東証一部上場企業としての
当社の社会的信頼性や安定性、また面接での和やかな雰

経験と知見を蓄積して
エンジニアリング力の
向上を目指す

囲気も背中を押しました。入社後に配属された産業ソリュー
ション統括部で受けたマンツーマンリーダーの指導が今の
仕事のベースになっていると言います。
　「この時期に学んだプレゼン手法・会話術や、大卒より
年下の自分として必須だったビジネスマナーの研修、各仕
入先様の商品技術研修などで得た知識が役立っていま
す。現在ものづくりのネットワーク系システムが注目される中
で、今後は出向先の商品技術だけでなく、他社の商材でも
当社独自のシステムを柔軟に構築できる技術力を身に付
けたいと思います。私のように技術職を志望する学生さん
は、メーカーだけにこだわらず、視野を広げて企業を選ぶこと
で活躍の場が広がり、やりがいのある仕事と出会えると思
いますよ」

出向先で学んだ知識を活かし、
手がける技術領域を広げたい

ネットワーク系のシステム構築で
ビジネスの最前線に挑みたい

メールチェック

社内で技術問い合わせ対応（機器設定など）

社内でソフト作成

退社

ある1日の主なスケジュール
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常に相手の立場に立って考え、
一歩踏み込んだ
サービスを提供したい

　お客様への見積書作成から受発注、納期調整、納品ま
で、関東エリアの電子営業第一線をサポートするSさん。
定期的なお取引がある数十社のお客様を担当し、メール・
電話での注文依頼に対して、担当営業と連携・情報共有し
ながら最善策を検討し、お客様への納品まで責任を持って
管理。急ぎの注文対応では直接仕入先様と連絡を取り調
整します。
　「仕事の要は納期調整です。短納期の際のスケジュー
ル調整など、仕入先様やお客様と直接交渉する機会もあり
ますが、お客様から初めて『ありがとう、成長したね』と言って
いただいたときはうれしかったですね。こうした日々の業務
や、同期入社の社員と対話して自分の課題を客観視できる
定期研修などでの刺激を糧に、プロとしての判断力や対話
力、感性に磨きをかけています」
　最近では、働き方改革の一環で導入された「ノー残業
デー」により、定時までに仕事を終わらせる意識と集中力、
業務効率化の工夫が生まれ、仕事のスキルアップにつな
がっています。

　子どもの頃から世界史が好きで、大学では国際文化学
科で世界の文化や価値観などの多様性を学び、吹奏楽部
にも所属しました。卒業後は商社などの事務職を志望。大
学のキャリアセンターで当社を知り、その後受けた面接や
OG訪問を通して、人を財産として大切にする企業風土に
好感を持ち当社を選びました。入社後も周囲の社員が誰で

営業アシスタント
A. S.
文学部 国際文化学科卒
2015年4月入社

営業第一線が頑張れる
プラスアルファのサポートを心がける

お客様からの感謝の言葉を励みに
判断力や対話力、感性を磨く

も気軽に相談に乗ってくれる明るく風通しの良い職場環境
に満足していると言います。
　「最初は受発注情報や品名など多くの入力作業でミスも
しましたが、マンツーマンリーダーがしっかりダブルチェック・
修正してくださる環境下で、伸び伸びと仕事を覚えることが
できました。3年経って仕事に慣れてきた今も、常に“初心忘
るべからず”です。常に相手の立場に立って最善策を考え、
営業担当がビジネスの一線で頑張れるようにプラスアル
ファのサポートを心がけています。また今後は、お客様からの
ご依頼を受けて単に見積書を作成し受発注するだけでな
く、一歩踏み込んだ提案などを通してお客様に喜ばれ、微力
ながら会社のさらなる成長に貢献していきたいと思います」

メール・FAX確認、受注残チェック、センターへの出荷依頼

仕入先・客先からの問い合わせ対応

受発注入力、客先指定伝票発行、付け合わせ

営業マンと確認事項打ち合わせ、翌日分の出荷確認

ある1日の主なスケジュール

海外出向（タイ勤務）
Y. K.
商学部 経営学科卒
2013年4月入社

　現在タイ（バンコク）の現地法人は、日本人8名（うち出
向者6名）とローカルスタッフ33名で、日系企業を中心と
する約20社のお客様へのサービスを展開しています。
若手が多く日々活気にあふれる職場で、K君はチームリー
ダーとして受発注から売上管理、先行発注・納期管理、
納品後のメンテナンスを担当。さらに移管案件や新規開
拓では、日本の各客先担当営業と情報交換を密に行い、
当社グループ一体でサービスのさらなる向上を目指してい
ます。
　「入社後、お客様と親しくなり多くの引き合いをいただく

受注から稼働まで一貫で経験して
仕事の面白さを知る

決断力・実行力を身に付け、
成長市場を切り拓く

グローバルビジネスの
醍醐味を体感し、
世界で戦える人材を目指す

過程で受注した、未経験の冶具製作の商談を通して仕
事の面白さを知りました。何の知識もない中で諸先輩やお
取引先様からご支援いただき、製品のイメージ図製作から
メーカー選定、部品調達までを自ら行いました。お客様の
工場に据え付けた設備が稼働したときは感動しましたね。
現在は特に、当社主要仕入先様の優れた製品のPRと、
お客様、調達先の新規開拓に奔走しています」

　大学時代は1年間カナダのトロントに留学。語学学校
で英語を勉強し、休日楽しむサッカーでさまざまな国の人た
ちとの交流を深めました。“世界で戦える人材”になる志を
持って帰国した後の就職活動では、海外事業拠点に若
手社員を積極的に送り出し、グローバル人材の育成に力
を入れている当社を志望しました。リラックスできる雰囲気
の面接で、親身に話を聞いてもらったことが印象に残って
いると当時を振り返ります。
　最初の半年はマンツーマンリーダーのOJTや周囲の諸
先輩の指導を中心に、新入社員教育研修や主要仕入先
の製品研修など、充実した日 を々過ごし、国内ビジネスの
経験を経て念願の海外駐在が実現しました。
　「微笑みの国と呼ばれ、親切な人が多いタイは働きやす
い環境で、生活も何一つ不自由はありません。ローカルス
タッフとは、温和な国民性と階層社会という同国の文化を
考慮した対話を心がけています。今後は、迅速かつ正確な
決断力・実行力を身に付け、日系企業の経験豊富なお客
様から安心して仕事をご依頼いただけるようになり、その
結果として新規開拓を含めた売上拡大に貢献できればと
思います」

社内会議後にC社訪問

D社訪問

社内で仕入先様と面談

ローカルスタッフと課題共有、解決策検討

ある1日の主なスケジュール
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● 社内安川電機商品研修
● 社内エンジニアリング研修
● メーカー工場見学
● メーカー研修
　 （安川電機、オムロン、その他）
● 営業同行ローテーション
● 職種ローテーション

● TOEIC受験

● マンツーマン
　 リーダー制度
● OJT教育
● マンツーマン
　 リーダー研修

● 社外研修 ●

サンワカレッジ

階層別育成

営業職向け
ビジネス
スキルアップ

グローバル
人材育成

キャリア
サポート

ビジネス
スキルアップ

福利厚生

一般社員層

一年目 二年目 三年目

課長補佐 管理職 経営幹部

● 三年目研修

● 新入社員フォロー研修

●

● 毎月：サンワ・フットボール・クラブ（SFC）
　 フットサル＆ソサイチ 

● 管理職養成研修 ● 中堅管理職研修 ● 次世代経営者・
　 幹部養成研修

拡大・充実させた社内教育。
的確なサポートで、
ビジネスパーソン、リーダーを育てます。

さまざまなイベントや活動を通し、
サンワテクノスのDNAが
受け継がれています。

● 新入社員導入研修
● 新入社員集合研修
● 新入社員物流研修
● 新入社員フォロー研修

　　　　　　　　● 二年目研修

●

● ボウリング大会

● 6月～8月：サンワグループサマーキャンペーン

● 9月～11月：サンワテクニカルセミナー

● ディズニー
　 After6

● 随時：女性Next Leader研修
　　　　 中堅管理職研修
　　　　 次世代経営者・幹部養成研修

● クリスマスパーティー

● メーカー工場見学
● 社内安川電機商品研修
● 株主総会

● 管理職
　 養成研修
● 新入社員
　 物流研修

● 創立記念式典

● 二年目研修

● 新入社員集合研修

● 入社式
● 新入社員
　 導入研修

● 社員旅行

● 三年目研修

● マンツーマン
　 リーダー研修
● 営業同行ローテーション

● 海外トレーニー制度

● セカンドライフセミナー

● 女性Next Leader研修

●

二年目研修

管理職養成研修

中堅管理職研修

三年目研修

社内商品知識研修 メーカー工場見学

マンツーマンリーダー研修 女性Next Leader研修



P8 P9

教
育
体
系

年
間
カ
レ
ン
ダ
ー

● 社内安川電機商品研修
● 社内エンジニアリング研修
● メーカー工場見学
● メーカー研修
　 （安川電機、オムロン、その他）
● 営業同行ローテーション
● 職種ローテーション

● TOEIC受験

● マンツーマン
　 リーダー制度
● OJT教育
● マンツーマン
　 リーダー研修

● 社外研修 ●

サンワカレッジ

階層別育成

営業職向け
ビジネス
スキルアップ

グローバル
人材育成

キャリア
サポート

ビジネス
スキルアップ

福利厚生

一般社員層

一年目 二年目 三年目

課長補佐 管理職 経営幹部

● 三年目研修

● 新入社員フォロー研修

●

● 毎月：サンワ・フットボール・クラブ（SFC）
　 フットサル＆ソサイチ 

● 管理職養成研修 ● 中堅管理職研修 ● 次世代経営者・
　 幹部養成研修

拡大・充実させた社内教育。
的確なサポートで、
ビジネスパーソン、リーダーを育てます。

さまざまなイベントや活動を通し、
サンワテクノスのDNAが
受け継がれています。

● 新入社員導入研修
● 新入社員集合研修
● 新入社員物流研修
● 新入社員フォロー研修

　　　　　　　　● 二年目研修

●

● ボウリング大会

● 6月～8月：サンワグループサマーキャンペーン

● 9月～11月：サンワテクニカルセミナー

● ディズニー
　 After6

● 随時：女性Next Leader研修
　　　　 中堅管理職研修
　　　　 次世代経営者・幹部養成研修

● クリスマスパーティー

● メーカー工場見学
● 社内安川電機商品研修
● 株主総会

● 管理職
　 養成研修
● 新入社員
　 物流研修

● 創立記念式典

● 二年目研修

● 新入社員集合研修

● 入社式
● 新入社員
　 導入研修

● 社員旅行

● 三年目研修

● マンツーマン
　 リーダー研修
● 営業同行ローテーション

● 海外トレーニー制度

● セカンドライフセミナー

● 女性Next Leader研修

●

二年目研修

管理職養成研修

中堅管理職研修

三年目研修

社内商品知識研修 メーカー工場見学

マンツーマンリーダー研修 女性Next Leader研修



P10 P11

社
長
メ
ッ
セ
ー
ジ

代表取締役社長  田中 裕之

　技術商社である当社の財産は「人材」に尽きます。あなたの個性、変わらない自分らしさを大切にしながら、時代

の変化を敏感に察知して、好奇心を持って新たなことにチャレンジし、自らの感性を磨いて成長していく。そんな開拓

精神あふれる若い力が必要です。当社には創業以来、何にでもチャレンジできる企業風土が根付いています。失敗

は成長の糧です。ぜひ当社のビジネスの多彩なシーンでチャレンジし、自らの可能性を切り拓いてください。会社を自己

実現の場として、常に目標を持ち、自らの夢を叶えてほしいと思っています。チャレンジする人には必ずチャンスも巡って

きます。当社は、皆さんの個性と才能を引き出しながら、組織として一人ひとりの挑戦をバックアップしていきます。

　当社は、技術商社として産業の発展や社会に役立つ価値ある製品・技術を提供しています。お客様に提供した

部品や機器が、市場を席巻する新商品開発につながるケースもあります。当社が強みを持つB to Bのビジネスモ

デルは、仕事の最終的な成果が見えにくい世界でもありますが、仕事の中に時代を動かす、社会を変える可能性を

秘めたテーマが必ずある。そこに面白さを見出し、人を幸せにしている確信と誇りを持って仕事に取り組んでほしい

と思います。先輩たちもそうした仕事の醍醐味を、きっとあなたに日々伝えてくれるはずです。仕事は楽しく、やりがい

が持てなければ続けることはできません。楽しむことからすべてが始まります。ぜひ「面白い」を仕事にしてください。

　さまざまな現場で仕事をする仲間同士の情報交換、特に心を通い合わせるFace to Faceの対話を当社は大切

にしています。ときには悩みを相談しながら、議論を交わす中で新たなアイデアも生まれる。仲間と共に成長できる

場が当社にはあります。私自身もかつて商談後に同僚とお酒を酌み交わしながら、自分の仕事がお客様の最新機

器として社会に出て、多くの人に使われるシーンを描き、熱く夢を語り合いました。風通しの良い企業風土の中で、

周囲の意見を真摯に聞く素直さを持ち、明るく元気な人が当社の門を叩いてくれることを願っています。ぜひ当社

で自分らしい「働き方」を見つけてください。

楽しくなければ
仕事じゃない。
自分の仕事の先にある、
夢を描いてほしい

皆さんの明るく元気な顔を見られることを心待ちにしています。

福
利
厚
生
&
取
り
組
み

社員とその家族の豊かな暮らしのために、
「働き方改革」を推進。
働きがいのある会社づくりに取り組んでいます。

働き方改革

福利厚生

● 各種保険̶̶健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険などの
　　　　　　　　  社会保険加入のほか、当社独自で総合福祉団体定期保険に加入

● 各種制度̶̶退職金制度、企業年金保険、育児休業制度のほか、
　　　　　　　　  会社の補助奨励金付財形貯蓄、社員持株会など

● 各種施設̶̶各地に社有社宅、代用社宅のほか、社有保養所、
　　　　　　　　  契約保養所、スポーツクラブ都度利用法人会員など

そのほか、冠婚葬祭などのお祝い金や見舞金などが規定されています。

商談やAED救命講習会など、常に相手
の立場になって行動するように、また、お
客様にとってプラスアルファになるような
仕事ができるよう心がけています。
救命講習会で、お客様に『勉強になっ
た。ありがとう』と言われると、やりがいを
感じます。
今後も、社内外問わず、信頼して任せて
いただける人になりたいと思います。

メンバーからのメッセージ

サンワテクノスは、東京都から「TOKYO働き方改革宣言企
業」として承認されました。
当社では、社員および家族の豊かな暮らしのために、ワークラ
イフバランスに取り組み、働きがいのある会社づくりを目指して
まいります。

「TOKYO働き方改革宣言企業」とは
従業員の長時間労働の削減および年次有給休暇の取得推
進について、2～3年後の目標および取組内容を宣言書に定
め、全社的に取り組む企業。
宣言書は東京都ホームページで公表され社会的気運を高め
ていきます。

エコ･ニューライフプロジェクト
サンワテクノスでは、2017年度より新たに生活関連の新市
場をターゲットとした「エコ・ニューライフサポート部」が発足しま
した。

エコ・ニューライフサポート部とは
社内における女性の活躍機会促進のための活動を実施。
これまでにないコンセプトでお客様と向き合える社会貢献の
形を実現するための活動を進めてまいります。

活動内容
１　従来の営業活動と異なる、生活に関わる取り組みを実施
２　LED照明による経済性と環境両面での価値向上をご提案
３　AED普及活動を通じ、命や健康を守るための安心をお届け
４　無償講習や現地調査等をはじめ、「モノ」に終わらない、
　　「コト」による価値向上

エコ・ニューライフサポート部社員

新たな取り組み
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　技術商社である当社の財産は「人材」に尽きます。あなたの個性、変わらない自分らしさを大切にしながら、時代

の変化を敏感に察知して、好奇心を持って新たなことにチャレンジし、自らの感性を磨いて成長していく。そんな開拓
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実現の場として、常に目標を持ち、自らの夢を叶えてほしいと思っています。チャレンジする人には必ずチャンスも巡って

きます。当社は、皆さんの個性と才能を引き出しながら、組織として一人ひとりの挑戦をバックアップしていきます。

　当社は、技術商社として産業の発展や社会に役立つ価値ある製品・技術を提供しています。お客様に提供した

部品や機器が、市場を席巻する新商品開発につながるケースもあります。当社が強みを持つB to Bのビジネスモ

デルは、仕事の最終的な成果が見えにくい世界でもありますが、仕事の中に時代を動かす、社会を変える可能性を

秘めたテーマが必ずある。そこに面白さを見出し、人を幸せにしている確信と誇りを持って仕事に取り組んでほしい

と思います。先輩たちもそうした仕事の醍醐味を、きっとあなたに日々伝えてくれるはずです。仕事は楽しく、やりがい
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楽しくなければ
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自分の仕事の先にある、
夢を描いてほしい

皆さんの明るく元気な顔を見られることを心待ちにしています。
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社員とその家族の豊かな暮らしのために、
「働き方改革」を推進。
働きがいのある会社づくりに取り組んでいます。

働き方改革

福利厚生
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　　　　　　　　  契約保養所、スポーツクラブ都度利用法人会員など

そのほか、冠婚葬祭などのお祝い金や見舞金などが規定されています。

商談やAED救命講習会など、常に相手
の立場になって行動するように、また、お
客様にとってプラスアルファになるような
仕事ができるよう心がけています。
救命講習会で、お客様に『勉強になっ
た。ありがとう』と言われると、やりがいを
感じます。
今後も、社内外問わず、信頼して任せて
いただける人になりたいと思います。

メンバーからのメッセージ

サンワテクノスは、東京都から「TOKYO働き方改革宣言企
業」として承認されました。
当社では、社員および家族の豊かな暮らしのために、ワークラ
イフバランスに取り組み、働きがいのある会社づくりを目指して
まいります。

「TOKYO働き方改革宣言企業」とは
従業員の長時間労働の削減および年次有給休暇の取得推
進について、2～3年後の目標および取組内容を宣言書に定
め、全社的に取り組む企業。
宣言書は東京都ホームページで公表され社会的気運を高め
ていきます。

エコ･ニューライフプロジェクト
サンワテクノスでは、2017年度より新たに生活関連の新市
場をターゲットとした「エコ・ニューライフサポート部」が発足しま
した。

エコ・ニューライフサポート部とは
社内における女性の活躍機会促進のための活動を実施。
これまでにないコンセプトでお客様と向き合える社会貢献の
形を実現するための活動を進めてまいります。

活動内容
１　従来の営業活動と異なる、生活に関わる取り組みを実施
２　LED照明による経済性と環境両面での価値向上をご提案
３　AED普及活動を通じ、命や健康を守るための安心をお届け
４　無償講習や現地調査等をはじめ、「モノ」に終わらない、
　　「コト」による価値向上

エコ・ニューライフサポート部社員

新たな取り組み
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