
今年も忙しい1年になりそうです  代表執行役社長 長江 洋一 
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あけましておめでとうございます。昨年の暮れは株主総会を挟ん

で、10部署の忘年会に呼んでいただきました。また最終日は納会

に続いて麻雀の年間決勝戦と、慌ただしくも充実したひと月となり

ました。忘年会では芸達者な東京第一支店、家族ぐるみの神戸

支店、本社4階の事務所開きを兼ねたGS部など、どの部署も「ら

しさ」が表れていたのには感心させられます。また株主総会では次

期役員が無事選任され、これからの会社の体制を承認していただ

きました。そして恒例となった納会後の麻雀大会では、トップを走

るOBの比留間さんにあと一歩まで詰め寄る場面もあったのです

が、最後は失速して無冠におわりました。こんな楽しい年の瀬を迎

えられたのも、社員および取引先の皆様が協力して素晴らしい業

績をあげてくれたおかげです。紙面を借りてお礼いたします。  

考える習慣が定着 
実は私には、数字以上に大きな成果と感じていることがありま

す。それはこの業績が、各部署が何をどうすべきか自分で考え行

動した結果だという点です。年度計画を例にとると、多くの会社で

は最初に全社の受注や利益の目標が決められ、それを各部署に

割り振ります。ですから部署が考えるのは、“割り振られた目標をい

かに達成するか”、というレベルに限られます。採用に関しても、人

事部が人事戦略の立案と採用を一括して行い、採用した人材の

適性に応じて部署に配属するのが普通です。しかし皆さんご存知

の通り、六興の全社目標は、それぞれの部署が独自に検討した目

標をたんに積み上げたものであり、全体から逆算して作ったもので

はありません。採用に関しても、人事部の仕事は採用活動の支援

であって、各部署は部署長の眼鏡にかなった人材を自分の責任

で採用します。外国人を採用しようとか高齢者を活用しようといっ

たアイデアは議論しますが、どこの大学から何人とか年次ごとの昇

進管理のような、いわゆる“人事戦略らしきもの”は誰も考えませ

ん。また一般職と総合職という区別は、そもそもそのような意識が

全くないので話題にもならず、“プロパー”という言葉も、社内で聞

いたことがありません。「そんな緩いことを許していたら会社として

の統制が取れないではないか？」という声が聞こえてきそうです

が、非常にうまく機能しています。そしてこのシステムで要となるの

が部署長で、普通の会社なら人事部長や営業本部長、あるいは

社長が考えることを自分で決めています。つまり部署長は、営業

戦略を立案し収益管理を行い、採用を含む人材戦略を策定し、

昇進の管理にも責任を持っています。ここまでゆくと現業部署はほ

とんど一つの会社と言ってよいぐらいですが、それを支えているの

が考える習慣です。考える習慣は部署長のみならず、中堅社員ま

で定着しつつあると感じており、変化の速い時代にあって大きな力

になるはずです。  

六興の企業文化  
六興と他社の組織運営の違いは、他にもあります。まず、社員の

ランク付けがありません。多くの会社では、社員は成績に応じてA

～Cのランクが付けられ、昇給や昇格に反映されます。しかもAとC

は全体の1割、というように決められています。しかし同じ目標に向

かって努力してきたチームの一員に、ランクなんて付けられませ

ん。だから「去年はCを付けたから今年はBで」というような運用が

横行します。六興でも私が人事部長になった頃は同じようなことを

やっていましたが、窮屈なだけで無駄なことをしているように感じた

ので廃止しました。そのかわり、社員を間近に見ている部署長に、

昇給額そのものを決めてもらっています。また、定年後の再雇用は

65歳までという会社が多いなかで、六興には65歳以上の社員が

45名在籍しています。一律の管理をしないと収拾がつかなくなる、

というのが一般的かもしれませんが、六興では元気で働ける間は

働いてもらいたい、というのが方針です。 

さらに昨年かなりの額を支給した成果配分金も、部署内での配

分は部署長に一任されていますが、普通なら本部長や社長が最

終査定をするところでしょう。そして社内ではこれらが、当たり前の

こととして捉えられています。そのほかにも、ラフで自由な服装、年

齢を気にしない上司と部下の関係、女性執行役員、独立採算で

あるにもかかわらず、部署同士が協力しあう習慣など、他社から羨

ましがられることがたくさんあります。これからもこういう企業文化を

大切に守りながら、楽しく会社を伸ばしてゆきたいと思っています。 

2017年のチャレンジ   
さて今年ですが、労働災害は今のところ2件とまあまあの滑り出

しで、目標達成に希望が持てます。苦戦した採用活動はこれから

本格化しますが、新しいツールを投入して巻返しを図ります。特に

力を入れたいのがE2本部で、今後のネタとなる業務を一緒になっ

て模索したいと考えています。また5期目を迎えた東京第二支店

には、電気・設備一括施工に一定の見通しを期待しています。第

76期は前期から486億円の工事量を繰越しており、大型工事の

完成も予定されて忙しい1年になりそうですが、昨年同様に良い年

末を迎えられるよう、気を引き締めて業務にあたってください。  

社員数と年齢区分の棒グラフ 
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新たな体制で飛躍の年に 

新体制をサポート  理事・北関東支店工務担当 金子 隆 

 昨年9月をもって、執行役員北関東支店長を退任いたしました。

北関東支店長は9期務めさせていただきました。就任当時、部署

の目標は、「受注高」から「利益」へと大きく方向転換する時で 

「利益を追求する技術者集団を目指そう」とスタートしたことを昨

日のことのように記憶しています。 

 「新たな体制で風通しの良い支店運営を」と、任期前半は数字

の目標を夢中で追いかけ、勢い余って失注したこと、業績が上がり

支店員皆でお祝いしたことなどが思い出されます。後半は、社員

が持てる力を発揮できるような環境づくりを中心に活動し、特に若

手社員の考え方を理解しようと個人との対話を積極的に行いました。そして、道半ばではあり

ますが、第76期から支店長を引継ぎいたしました。長い間ご支援・ご指導いただきありがとう

ございました。北関東支店は、村木新支店長、工事責任者は須田課長と一気に若返りまし

た。私自身は後方にまわり、また違った角度から新体制のサポートをしてゆこうと思います。今

まで同様、北関東支店をご指導・ご支援くださいますようよろしくお願いします。 

三峰神社で安全祈願 

左奥から長江取締役・志賀支店長・川上支店長・髙橋支店長 左前から文倉本部長・坂本本部長 

～昇任・新任役員挨拶～ 

「永世に伝える」力を養う  執行役員東京第一支店長 川上 康弘 

第72期より東京第一支店となり早いもので今期で5期目を迎えております。数年前とは受

注環境も大きく変わってきているなか、日々、支店員とともに「お客様から信頼される営業と

評価される高品質な施工」を目指してまいりました。昨今の首都圏における好調な建設業界

の波には、なんとか乗れていると感じ、皆様のお力添えのお蔭と感謝しております。そしてこの

度、執行役員という大役を仰せつかり、新たなステージを与えられたことに感謝するとともに責

任の重さを痛感しております。 

引き続き基礎のしっかりした高い技術力、そして信頼される組織力の強化をはかり、社是に

ある六興電気を永世に伝える力を養うことが、使命と考え邁進してまいります。今後、建設業

界もどのように変動していくのか読めないところがありますが、常に先を見据え、今何をすべき

か考え、どのような環境においても波にのまれず、乗れる「力」を永世に伝えていく所存です。 

人は宝  執行役員新潟支店長 志賀 啓介 

この度、執行役員を拝命いたしました。新潟支店長を任せられ9年が経ち、多くのお客様、

協力業者の皆様のお力添えにより今日までやってまいりました。また、新潟支店の全社員と

苦楽を共に分かち合い、この度、就任したことに特に感謝しています。 

9年間でいくつか悔やみきれない出来事がありましたが、一番は大切な社員を2人も亡くし

たことです。思えばやりつくせなかった反省ばかりでありますが、交通事故で亡くなった先輩社

員の奥様より「お父さんが六興電気に勤めていてくれて、本当に良かった」とおっしゃっていた

だいた時、この一言に救われました。そしてこれからも社員だけでなく、家族の皆様にもこのよ

うに言っていただける新潟支店、六興電気にしていかなくては、と強い決意を抱き、本日まで

やってきました。この気持ちを持ち続け、社業に邁進してまいります。人は宝、人材育成が特に

必要であり、「人として」を徹底的に磨いていき、目指すは「地域No.1支店」にしていきます。 

若手社員に期待 工事本部技術顧問 矢野 尚志 

役員退任にあたり、多大なるご支援、ご指導、ご協力いただいた

社内、社外の多くの方々に、この場をお借りし感謝・御礼申し上げ

ます。これからは、工事本部で若手社員の技術資格取得の指導

に携わっていきます。 

この業務は、受験準備のための通信教育や講習会を実施する

もので、技術本部在籍中に担当していました。通信教育は、入社

まもない若手受験予定者から送られる通信添削問題の解答書を

採点します。何の変哲もない解答文ですが、「文は人なり」と言うと

おり、勤勉さ、自由な発想力、きめ細かさ、細部を切り捨てる大胆さ

など、一人ひとりの個性が文章から伝わってきます。これからの六興を支えていく若い力を垣

間見たような気がして心強く思ったもので、続けていけることを楽しみにしています。 

私は下手の横好きで麻雀が趣味です（「本当に下手！」という陰の声が聞こえてきそうで

す）。その関係で幹事をしている双六杯について紹介させてください。双六杯は、毎月第一土

曜日の午後に浜松町で開催される麻雀大会で、社員、協力業者の方々、OBの皆様に広く

門戸を開放しています。最近は麻雀人口が減っており、2卓程度しか立ちません。常時、3卓

が目標なので、麻雀を愛好される方は老若を問わず是非ご参加ください。 

双六杯2016で優勝しました！ 

新たなステージで挑戦  取締役・監査委員会委員長 長江 純 

この度、当社の取締役・監査委員会委員長に就任いたしました。私は1995年入社以来、主

に営業系の仕事をしてまいりました。監査の業務については、執行役側の立場から一定の理

解をしていたつもりでしたが、実際に就任してみると内部統制や会計監査人、社外取締役と

の連携など、改めて勉強すべき課題が多くあることに気づかされました。 

近年、企業に求められるガバナンスのあり方は、企業を評価するうえで非常に重要な要素

となっております。そうした問題意識を持ち、与えられた権限のなかで、あるべき方向を模索し

ていこうと思っています。前任者並びに社員の皆様の助言、協力を仰ぎ、業務に邁進してゆく

決意です。 

営業・施工の拡充  取締役兼執行役専務首都圏本部長 文倉 辰夫 

首都圏本部を担当して2期目となりました。前期は、特に新支店長就任の千葉支店、茨城

支店を中心に営業支援してきました。今期は、村木新支店長のもと始動した北関東支店を

重点的に支援し、首都圏包括営業を推進してまいります。施工体制では、東京第一支店を

70億円から100億円へ引き上げるべく、若手社員の指導・教育及び現場支援を拡充してい

きたいと考えております。また首都圏工事責任者会議を充実させ、支店の枠組みを超え施工

教育のシェアを行い、集合座学ではなく少数による段階別指導を行うなど、着実に若手を育

成し、中期的に首都圏本部を200億円から300億円へ引き上げる基礎作りをしていきます。 

全社においては、全社営業会議を中心に、客先が集中する本社・東京から、全国の支店へ

営業支援を行い、エリアや本部間を超えた営業支援体制を築いていきます。最後に、始動し

たオリンピック関連工事に伴い、今年の秋口より東京では施工の大波が押し寄せてくるものと

思います。今後の難局に全社一丸となって対処してまいります。 

100周年を目指そう  取締役兼執行役専務東日本本部長 坂本 孝行 

昨年12月に執行役専務を拝命いたしました。せっかくの良いチャンスですので、今考えてい

ることをお話しします。六興電気も今年で創業68年目を迎え、今の新入社員の皆さんが在

職中に100周年を迎えることが確実になってきました。言うまでもなく人には寿命があります

が、企業は永続的に続くことができます。それには条件があり、経営がきちんとされ続けるこ

と。“考えて決めて行動する”風土を伝承すること。その裏付けとして人材採用と育成をしっか

り行い世代交代が計画的にされることです。 

一方これからの企業には、より高度なガバナンスとコンプライアンスが求められるのは間違

いありません。以前、現場と支店に任せることとコンプライアンスは相反していてどう舵取りす

るかが大事と書きましたが、今そうは思っていません。しっかり考えて適切に行動する人はコン

プライアンスの意識も高く、自らを制御することができています。そしてそれをバックアップする

制度が会社にあれば、権限の委譲とガバナンスとコンプライアンスは十分共存できると思い

ます。100周年を目指した組織づくり、それを支える人材開発と制度づくりに努めていきます。 
～退任役員挨拶～ 

魅力ある会社づくり  執行役員中国支店長 髙橋 直和 

この度、執行役員という身に余る大役を拝命し、その重責を感じながらも新たな機会を与え

られたことに感謝し、業務に邁進してゆく決意です。私が支店長に任命されてから4年が経

ち、初年度はマイナスからのスタートでした。そこから社員一人ひとりが運営を考え、どのように

すれば利益が出るかを理解し、風通しの良い組織になるようみんなが努力した結果、利益の

出せる部署となってきました。 

中国地方はここ数年、マンションの着工状況や経済全般において緩やかな回復とはなって

いますが、価格競争においては徐々に厳しい兆候が表れています。ただ、客先が何を求めて

いるかを理解し行動することで、難局を乗り越えていけると考えています。社員もまだ若くモ

チベーションも高いので、魅力ある会社づくりをみんなで進めながら、次世代へ引き継ぐ礎を

作っていきます。私も健康のために7年前に始めたランニングを続けて、体力の続く限り心新

たに頑張って行く所存です。 
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第75期は名古屋支店 ～部署業績表彰～ 

チーム名古屋でいただきました 

新体制で一致団結 

前期を振り返りますと、始まって間もなく支店長が交代するという、支店員にはショッキング

な出来事からスタートいたしました。誰か一人が頑張るのではなく、皆が少しずつ頑張り、チー

ムとしての成果を挙げようとして、今まで以上に幹部はじめ支店員のコミュニケーションを図っ

て参りました。その結果として順調に受注することができ、施工面でも無事故・無災害で竣工

し、目標をクリアすることができました。もちろん支店員だけで受賞できたわけではございませ

ん。他部署（北関東支店・購買部等）の皆様のご協力あってのことだと感じています。そのな

かでも現在の支店体制や若い支店員の建設的な意見、そして物の考え方・捉え方すべての

土台を作っていただいた、前任者である釆野支店長には本当に感謝しています。今期も

“チーム名古屋”、各現場では“チーム六興”として無事故・無災害で終え、また今年もご挨

拶できることを目標とし頑張っていきます。 （名古屋支店 戸塚 寛介） 

最優秀部門賞 

金賞（18件） 

東京第一支店 鈴里 英正 他  江戸川区西葛西二丁目 

 板橋 達弥 他 ブランズシティ津田沼奏の杜計画（津田沼12街区） 

東京第二支店 土井 省二 他 天王洲計画（設備） 

北関東支店 須田 昌紀 他 武蔵浦和駅第3街区第一種市街地再開発事業 

 大塚 昌宏 他 ファナック壬生工場社員住宅 

千葉支店 小山 雅史 他 レーベン千葉ニュータウンⅡ駅前計画 

横浜支店 鹿沼 可明 他 横浜市中区相生町三丁目計画 

東北支店 佐藤 貴章 他 仙台花京院通共同住宅 

名古屋支店 菱田 祐一郎 他 富士重工業㈱半田工場（53棟・キットセンター） 

大阪支店 森川 泰男 他 城東区複合施設建設 

 妹尾 淳弘  城東区関目六丁目計画 

 南田 優  ユニハイム中之島 

 林 学 他 アンテルーム京都改修 

中国支店 神本 啓 他 Whole house Revitalization Midrise 589 

九州支店 橋本 進一 他 東比恵ビジネスセンターⅡ 

東京第三支店 新井 義夫 他 大正製薬㈱大宮工場新物流倉庫 

 新井 義夫 他 新宮ビルヒートポンプパッケージ更新 

EP支店 宮本 康之 他 三菱高砂諸工事 

銀賞（25件） 

東京第一支店 別府 保成 他 草加松原団地A・B街区計画 

 野口 裕司 他 上大崎一丁目計画 

 宮内 赳昌  日本大学法学部新5号館 

 長谷川 祐太  GEMS芝大門 

東京第二支店 吉田 友亮 他 大師河原計画 

 原 雄一朗 他 稲城計画  

 桑原 佑太 他 町田市小川計画 

 森 和明 他 港北区箕輪二丁目計画 

 細野 貴史 他 横浜市鶴見区鶴見中央B敷地 

茨城支店 飯山 徹  つくば研修宿泊施設建設プロジェクト 

千葉支店 漆間 幸雄 他 晴海三丁目西地区A2・A3街区計画 

 中野 雄一郎 他 市川塩浜ロジスティクスセンター 

 古作 昂裕 他 ㈱技研製作所 浦安工場A棟・事務所改修計画 

北海道支店 黒川 公博 他 ロイヤルパークスER札幌 

静岡支店 田中 伸一郎 他 日本大学三島高等学校総合体育館（電気）他2件 

 梅田 弘幸 他 古山精機㈱浜松工場 

 伊藤 正美  東静岡駅前スパ＆フィットネス事業計画 

名古屋支店 近藤 明 他 アピタ岡谷店建替 

 佐藤 健治 他 天白区久方三丁目 

 浦上 敬介 他 オーネスト希望 

大阪支店 井上 洋隆 他 洛西口駅前集合住宅北敷地計画 

 廣田 孝信 他 プレミスト茨木西中条計画 

 髙岡 大輔 他 御宿野乃なんば計画 

中国支店 青木 邦夫 他 広島駅南口Bブロック第一種市街地再開発事業 

 赤井 悠耶  岡山駅前高齢者施設 

銅賞（10件） 

東京第一支店 高橋 智則 他 豊洲新市場管理施設棟 

 中村 奨 他 上野池之端プロジェクト（受注） 

 井村 正春 他 介護福祉施設ラペ日野 

東京第二支店 藤野 勝浩 他 調布染地二丁目計画 

 田中 祥貴 他 横浜和田町計画（A敷地・B敷地） 

 玉川 将門 他 つくば竹園三丁目計画（設備） 

 水戸 幸広  大森西計画 

 植西 章弘  HC宮崎台計画 

 中村 賢一  つくばみらい市みらい平共同住宅Ⅳ（設備） 

中国支店 酒井 史彦 他 アルファスマート倉敷平田 

お疲れさまでした！ ～社内表彰のご紹介～ 

創意工夫努力賞 ～頑張った現場の表彰～ 

第74期 決算報告 
自 2014年10月1日  至 2015年9月30日 

損益計算書 貸借対照表 
2015年9月30日現在 （単位:千円） 

 

第75期の決算は以下のとおりとなりました。 

経営の安定度を示す自己資本比率が59.7％になりました。 

第75期 決算報告 

自 2015年10月1日  至 2016年9月30日 

損益計算書 
（単位:千円） 

貸借対照表 
2016年9月30日現在 （単位:千円） 

 科目 金額 科目 金額 

 （資産の部） （24,096,288）  （負債の部） （9,711,836） 

流動資産 19,644,295 流動負債 8,551,038 

  現金預金 6,090,187   支払手形 350,409 

  受取手形 6,055,191   未払金 6,032,770 

  完成工事未収入金 6,540,548   未成工事受入金 725,043 

  未成工事支出金 104,828   その他 47,416 

  繰延税金資産 555,511   賞与引当金 1,318,396 

  その他 305,076   工事損失引当金 77,000 

  貸倒引当金 ▲7,050 固定負債 1,160,797 

固定資産 4,451,993   退職給付引当金 996,425 

 有形固定資産 1,229,101   その他引当金 164,371 

  建物・構築物 712,900   

  機械・運搬具等 80,968  （純資産の部） 14,384,452 

  土地 435,231 株主資本 14,211,774 

 無形固定資産 46,734  資本金 500,000 

 投資その他の資産 3,176,157  資本剰余金 160,680 

  投資有価証券 1,903,449  利益剰余金 13,551,269 

  長期貸付金 666,000   利益準備金 125,000 

  繰延税金資産 242,698   別途積立金 11,907,648 

  その他 420,829   繰越利益剰余金 1,518,621 

  貸倒引当金 ▲7,820  自己株式 ▲176 

  投資損失引当金 ▲49,000 評価・換算差額等 172,677 

資産合計 24,096,288 負債・純資産合計 24,096,288 

科目 金額 

売上高  38,284,490 

 完成工事高 38,067,592  

 兼業事業売上高 216,897  

売上原価  33,069,587 

 完成工事原価 32,904,123  

 兼業事業売上原価 165,464  

 売上総利益  5,214,902 

販売費及び一般管理費  2,862,570 

  営業利益  2,352,332 

営業外収益  150,664 

営業外費用  59,316 

  経常利益  2,443,680 

特別利益  28,075 

特別損失  89,510 

  税引前当期純利益  2,382,244 

  法人税、住民税及び事業税 834,322  

  法人税等調整額 85,222   

  法人税等合計  919,544 

   当期純利益    1,462,700 

最優秀部門賞   名古屋支店 

優秀部門賞 

・受注業績  （達成率） ・受注粗利業績 （達成率） 

 1位 東北支店 （133.0％）  1位 東京第一支店 （245.1％） 

 2位 千葉支店 （131.4％）  2位 茨城支店 （237.0％） 

 3位 茨城支店 （122.5％）  3位 大阪支店 （222.7％） 

・施工業績    ・施工粗利業績   

 1位 東北支店 （114.6％）  1位 北関東支店 （187.0％） 

 2位 EP支店 （107.9％）  2位 新潟支店 （182.3％） 

 3位 千葉支店 （107.6％）  3位 名古屋支店 （172.5％） 

今年はレッドカーペットを踏んで入場 



各地の竣工物件 
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中部トラック総合研修センター アドグランデ荒井 

契約先 ㈱松村組 

設計監理 ㈱創建設計 

工期 2014年11月～2016年8月  

施工場所 宮城県仙台市若林区 

 荒井字舞台 

建築概要 延床面積 10,710㎡、RC造 

 地上10階、122戸 

施工部署 東北支店 

協力業者 ㈲澤電工 

コミュニケーション豊かな現場 

当物件は、田園都市線の南町田駅とすずかけ台駅から徒歩10～15分ほどにあります。近く

にはショッピング・アウトレットモール、映画館があり、賑わいもある閑静な住宅街に位置します。

事業主は名鉄不動産㈱様、大栄不動産㈱様、㈱長谷工コーポレーション様の3社JVの共同

住宅です。何現場かぶりに、パンフレット打合せをしている途中から現場に乗り込めましたが、

終了図（最終の設計図）が決まらないなかでの、設計変更で苦労しました。特にエントランス

などの共用部は、デザインにこだわり美術館のような豪華なつくりとなりました。 

近隣協定により、残業や祝日作業が禁止されているなか、決められた工期で引渡すため

に、電気工程の確保と調整が現場全体としての課題でした。受電後すぐに建築検査という慌

ただしさもありましたが、無事に竣工することができました。 

また、現在の社会全体で問題となっている、残業と休日出勤をなくそうとする取組みのなか

で、最初の頃は交代で土曜日を休んでましたが、繁忙期ではなかなか休むことができなかっ

たことが反省点です。その他いろいろな思いはありますが、皆の協力で良い建物ができたと

思います。 （東京第二支店 桑原 佑太） 

長い工期もコツコツと 

当物件は名古屋駅から東に20ｋｍ離

れたみよし市というところにあり、既存の老朽化した研修センターの全面建替え物件です。現

場が小高い丘の上にあるため、丘を削りながら4棟の建物と研修・教習コースを作るものでし

た。既存の建物を運営しながらの工事であり、現場の北側には大学があったため、騒音には

注意しました。特に大学入試期間は、受験生へ配慮し大きな音の出る作業を止めました。そ

のため、入試期間中は工事現場としては珍しく、静かな日々が続きました。工期はⅠ期、Ⅱ期、

Ⅲ期に分かれ、各々で丘を削り工事開始、竣工・引渡し、運営、また丘を削るの繰り返しで27

カ月のロングランでした。 

当現場は前田君（付託）と私の2人で管理したのですが、設計事務所とは意匠面、施主と

は運用上の機能面を中心に打合せをしました。時には冷や汗を流すこともありましたが、最終

的に良い形で竣工できたと思います。長い工期の間に作業がない日もありましたが、慣れた

電工さんが効率の良く作業してくれたことで工程に遅れもなく、高品質の建物ができました。

 （名古屋支店 稲場 孝幸） 

契約先 ㈱フジタ 

設計監理 ㈱久米設計 

工期 2014年8月～2016年10月  

施工場所 愛知県みよし市福谷町 

建築概要 延床面積 8,452㎡ 

 RC・S造、4棟 

施工部署 名古屋支店 

協力業者 ㈱五幸電設、㈲岡本電気 

inside story 

建築所員が次席をはじめ私より若い方が多いなかで、機械設備業者も含め、仕事終わり

に飲み会・打ちっ放し・ボウリング・フットサルをしました。飲み会では酒よりどれだけ白米を

食べられるか挑戦したり、フットサルで久々に運動して捻挫になった方もいましたが、円滑な

コミュニケーションが図れました。「いやぁ、現場って本当にいいもんですね。」 

inside story 

お昼は歩いてすぐに「ネギいちラーメン」に通っていました。シャキシャキネギに麺は少し太

め、背油多めのスープ、一度食べると、また食べたくなるような、やみつきになるラーメンです

よ。愛知県内に何店舗かあるそうです。ラーメン好きの人は一度食べてみてみやーせ。 

資機材の進歩に負けないように 

当物件は、2015年に開業した仙台市地下鉄東西線の荒井駅より徒歩7分のところにありま

す。現在でこそ、周囲にさまざまな建物などができており、少しずつ街になりつつありますが、

建築開始当初は造成工事の真最中で周りには大きな建物もなく、現場の目の前の道路は砂

利道といった場所でした。 

苦労した点といえば、まず私がマンションの施工が久しぶりで、以前より設備機器は便利で

高度なものが増え、システムも複雑になり、打合せをしても理解することに苦労しました。もう

一点として、今回の物件は一括受電方式を採用していましたが、将来対応として東北電力に

よる受電形態に変更になった場合でも、問題がないような電気室にしなければいけなかった

ため、部屋の大きさ、間口の大きさ、設備の搬出入ルート、配線のルートなどを考慮したことで

す。工期は、約2年ほどありましたが工程表通りに進んだ現場であり、無事故で竣工できたこ

とが一番良かったです。 （東北支店 村市 進） 

inside story 

現場所長が旅とカメラが好きで、週始めに現場事務所に行くとホワイトボードに写真が貼

り出されており、所長がどこに行ってきたか一目瞭然でした。サーキットに行けば車よりレー

スクイーンの写真で埋め尽くされていることもありました（笑）。また、現場にいると突然上空

で音がするので見上げると、ドローンで見られていることもありました（もちろんルールは守っ

てます）。 

ザ ブルームテラス 

契約先 ㈱長谷工コーポレーション 

設計監理 ㈱長谷工コーポレーション  

工期 2015年3月～2016年9月  

施工場所 東京都町田市小川 

建築概要 延床面積 34,652㎡、 

 RC造、地上10階、373戸 

施工部署 東京第二支店 

協力業者 ㈱KENテクノ、㈱桐光電気 

 ㈱多田エンタープライズ 

 菅野電気㈱、㈲大振電設 

御宿 野乃なんば 

こだわりの和風ホテル 

当物件は、みなさんもよくご存知のグリコの看板がある道頓堀から徒歩5分に位置するビジ

ネスホテルです。沢山の方が観光に来られていて、本当に日本なのか勘違いするほど外国

人で賑わっています。施工場所が繁華街の幹線道路沿いの現場のため、搬入には大変苦労

しました。屋上に据え付ける発電機・キュービクルは現場内のタワークレーンでは荷重オー

バーのため、夜間に幹線道路3車線を占有しての65 ｔラフターによる荷揚げとなりました。この

ような大掛かりな搬入作業は初めての体験でした。 

当建物の特徴としまして、ビジネスホテルではありますが、和の仕様にこだわったホテルで

館内は全て畳になっており、館内での移動時はお客様は裸足で移動できるため、まるで旅館

に来たような気分になれるというところです。現場はこのように和の仕様を重点的にデザイン

していたため、客室・フロント・大浴場・レストランと目玉の箇所は出来上がり後、何度となく変

更・追加の工事がありました。最後に大阪に来られた際、ぜひ「御宿 野乃なんば」に宿泊して

みてください。その時は社内検査感覚ではなく、お客様とし

て宿泊していただくようお願いします(笑)。 

 （大阪支店 髙岡 大輔） 

inside story 

同じシリーズのホテルの現場調査で鳥取の境港に行っ

た際、ホテル内のレストランを予約していたにもかかわら

ず、現場調査に集中しすぎて、さて晩御飯となりレストラン

に行ったところ、レストランが閉まっていて外のチェーン店

の回転寿司屋さんでの食事会になりました。 

本当は海の幸のフルコースが食べれていたのに…と建

築さん含め、10人程が肩を落としていました。 

契約先 ㈱奥村組 

設計 ㈱共立エステート 

監理 ㈱現代綜合設計 

工期 2015年7月～2016年8月  

施工場所 大阪府大阪市中央区日本橋 

建築概要 延床面積 8,505㎡、RC造 

 地下1階、地上12階、168室 

施工部署 大阪支店 

協力業者 ㈲東興電設 
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新しくなった事務所を紹介します 

 東日本本部・西日本本部・GS部 

 東北支店 

昨年12月5日より東日本本部・西日本本部・GS部は、芝NBFタワー8階から4階へ移動しま

した。遡ること移動する2カ月前…。坂本本部長の一声でレイアウトを担当することになり、思

い悩む毎日が続きました（笑）。今回の増床にあたり、一番目指していた姿は“いらした方がく

つろげる空間”です。また“明るく元気に働ける空間”にもしたいと密かに考えながら、いち担当

として携わらせていただきました。 

一番の目玉は、本部長席の隣にあるリラックススペースです。本部長席の隣にあるからと

言ってくつろげないわけではありませんので、安心してください（笑）。壁沿いのソファーとL字型

のソファーを使って打合せすることができ、またカウンター机を使って一人で作業をすることも

できるので、どんなスタイルでもくつろぐことができます。訪問先まで時間がある方や休憩し

たい方など、「どれどれ」といらしていただけると嬉しいです。 

今回、8階と13階のレイアウト変更が差し迫るなか、短期間で進めることができたのも、経理

部の関口さんをはじめ、さまざまな方からお力添えをいただいたからだと思います。涙すること

もありましたが…、無事にお披露目もできてホッとしております。本社にお越しの際には、是非

4階にも足を運んでいただければと思います。 （GS部 村田 惠美） 

このような感じになりました！ 

忘年会も兼ねてお披露目会をしました 

受付 

リラックススペース 

第75期、特に米軍工事で関わりの

深かった部署の方、OBの方、また今

回レイアウトをお願いいたしました㈱

デザインアーク様、大和ハウス工業㈱

様にもお越しいただき、にぎやかな会

になりました。 

2011年の東日本大震災発生により、事務所内の机や収納

キャビネット等の破損がありましたが、使用できるものは残し、

「震災を忘れてはいけない」との想いのもと、やってまいりました。

この度、震災より5年以上経過したこともあり、「新たな気持ちで

再スタート」する意味合いと、「若者が働きたいと思えるような環

境づくり」を目指し、事務所をリニューアルすることにしました。 

今回のコンセプトは、「防災対策をしっかり行う こ と！」、そして

「キラキラ感、わくわく感のある事務所にすること！」です。キラキ

ラ・わくわく感を出すために、事務所のエントランスに真っ赤なソ

ファを置き、入口にはプロジェクターを設置し、竣工物件やスポ

ンサー契約を結んでいるプロバスケットボールチーム“仙台

89ERS”の試合風景などを投影しております。事務所に入って来られた方は、「これが電気屋

の事務所？」と驚かれる方、戸惑わられる方とさまざまな反応です。 

ここまで立派な事務所に生まれ変われたのも、全国の皆さんの震災時の支援のお蔭であ

ると、改めて感謝申し上げます。是非お立ち寄りのうえ、ご覧ください。お待ちしております。 

 （東北支店 中島 孝之） 

六興のロゴが輝く受付 

函館旅行へ行きました 

昨年11月中旬、27名で清交会旅行として昨年開通したばかりの北海道新幹線で函館

へ行ってきました。冬の北海道への

旅行ということで寒さを心配しました

が、東北支店社員の日頃の行いの

お蔭か、ぽかぽか陽気のもと楽しい

旅行となりました。 

私は昨年4月に入社したばかりで、

また女性1人の参加でしたが、東北

支店のやさしい「六興マン」達に囲ま

れて、1泊2日の旅行を満喫できまし

た。       （東北支店 角石 エリ） 
情熱の赤！ 

4階でお待ちしております 

左より 芹川本部長・坂本本部長・日高顧問 いろんな方と交流できました 

応接室 会議室 

震災からまもなく6年 事務所リニューアル 東北支店再スタート 

 

あの日の経験を活かして 

プロジェクターによる会社案内 執務室も明るくなりました 

転落防止対策 

訪問者がくつろげる空間 

収納付き椅子内、倉庫内、キャビネット内とあらゆる場所に保管 

防災対策として、キャビネット・ロッカーはしっかり補強し、

防災グッズは人数分揃え、緊急時にすぐに使用できるも

のとし、倉庫の半分は備蓄品を置きました。 

2011年3月 東日本大震災による被害 

引越しそばも食べました 東日本本部・GS部 
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3位・10位に入賞しました 

出場した2名のコメントをご紹介します。 

日々の努力が実を結ぶ 

 人事部付（金澤電興㈱出向） 半澤 浩太 

昨年7月下旬から本番まで練習に取り組み、最初の1カ月

はひたすら金属管を曲げる練習をしました。始めはうまく曲

がらず、本当に大会に間に合うのか不安でいっぱいでした

が、毎日繰り返し練習するうちにコツを掴み、思うように曲げ

昨年11月1日、東京武道館にて第49回電気工事士技能

競技大会が開催されました。当日は早朝からの雨にもかか

わらず作業機材の搬入を行う車が搬入口にひしめき、会場

内への搬入作業からも大会の熱気を感じました。選手47名

が参加するなか、当社の代表選手も緊張の面持ちで大会

に出場しました。開始のホイッスルと同時に自分達で計画し

協力会長が代わります 

～退任のご挨拶～ 

金澤電興株式会社 金澤 忠 

この度、六興電気㈱工事安全衛生協力会の会長職を退

任することが昨年9月の協力会本部幹事会で決まりました。 

思えば、1998年に長江名誉会長から「三代目の協力会長

を、金澤、おまえがやりなさい。」と言われ、受けることを決意

しました。これも六興電気㈱本部・各支店長、並びに支部長

さん達のご支援があってこそ、私も18年間続けられたと思っ

ております。この場をお借りいたしまして、深くお礼と感謝を

申し上げます。 

退任後は協力会本部の相談役として残り、皆さんの手助

けになれば嬉しいです。 

～新任のご挨拶～ 

株式会社エムテック 田島 充 

この度、協力会長に就任し、与えられた責務の重大さに身

の引き締まる思いです。協力会員となって18年になります

が、自分がこのような立場になるとは想像もしていませんで

した。歴代会長の活動を継承し、さらに進化していけるよう頑

張ります。 

協力会は多くの事業を行いますが、まず第一に災害防止

活動が大事だと考えています。近年は災害件数が減少して

いますが、さらに減少させるにはどうすれば良いか、みなさん

が現場で安全に働けるようにするためには何をすれば良い

か、全国でお知恵をいただきながら活動してまいります。また

件数だけではなく、大きな災害が起こらないようにすることも

大事ですので、全国的な協力体制を構築し、みなさんと考

えていきたいと思っています。 

会長と言えど、いち協力会社であり、全国の協力会社の

方々と何ら違いはありません。皆さんと一緒になって積極的

に活動を行うことが、今後協力会長としてなすべきことであ

ると考えています。 

た作業手順で課題に取り組み、見事制限時間内に課題を

完成させました。 

審査の結果は、半澤君が東京都知事賞（3位）、椎原君が

技能賞（10位）とともに受賞することができました。今回より

このプロジェクトに参加した私も「ホッ」とした心境です。 2人

の努力はもとより、昨年7月下旬より約4カ月の間訓練にか

かわっていただいた方々また、六進会の皆様の協力のもと

出せた結果だと思っています。この場を借りてお礼を申しあ

げます。出場した半澤君・椎原君には、この4カ月間のなか

で得た経験を今後の仕事に活かしてもらいたいと思います。

 （工事本部 田中 康弘） 

左側：半澤さん 右側：椎原さん 

ることができました。それには毎日指導してくださった佐藤さ

ん、田中さん、現場の仕事があるなか月に何度も足を運ん

で的確な指導をしてくれた小西さん、協力会社の社長さん、

金澤会長のお蔭だと思っています。 

皆さんの細かく厳しい指導のお蔭で、当日は良い形で出

場できましたが、本番はいつもと違う雰囲気だったので沢山

ミスをしてしまい、正直入賞は難しいと思っていました。そん

ななか3位と知った時はびっくりしました。本当にとても良い

経験をさせてもらったと思います。忙しいなか時間を割いて

指導してくださった皆さん本当にありがとうございました。 

さらなる上を目指して 

 人事部付（㈲塚田電気工業所出向） 椎原 匠海 

六興電気の代表として技能大会の選手に選ばれ、4カ月

間佐藤さん、田中さん指導のもと練習を積み重ねました。練

習では半澤君と改善したら良いところを話し合い、早く正確

にできるように自分に合った作業スタイルを見つける工夫を

しました。自分自身は、作業中にミスをしてしまうと焦ってし

まい、切替えができず、なかなかタイムを縮めることができ

ずにいました。とにかく練習しかないと思い、後半では毎日納

得するまで練習に励みました。 

技能大会の結果は10位でした。制限時間には焦りました

が、今までで一番良かった作品だと思います。自分より上の

人は、自分よりももっと努力していたと痛感させられました。

技能大会に関わった多くの方々に助けてもらい、とても感謝

しております。技能大会に出させてもらい、より自分のことを

知ることができました。大会に出たことを忘れずに今後も頑

張っていきたいです。 

 

 協力会社紹介 

 ～六進会～ 

今回は、㈱植田電気の植田社

長へインタビューさせていただき

ました。 

―まずは会社の誕生から現在の

歴史まで教えてください。 

1996年私が所属していた電

気工事会社から独立、2007年に法人化しました。独立前

から六興電気の現場に入っており、その後もお付合いを続

けて六進会に入りました。住宅、非住宅問わず、会社のあ

る神奈川県を中心に工事をしております。 

―社長として心掛けていることはなんですか。 

若い人に指導する時は、理解をさせることを徹底していま

す。実際やってみせたり、図に書いたり、叱る時にもきちんと

理由を理解させる。そうした指導が行き届くように意識して

います。 

―植田電気の強みを教えてください。 

これまで商業施設や圏央道トンネル工事、地下鉄幹線

工事などさまざまな経験をしております。そうした経験を基

に同じ作業の繰返しでなく、自分の頭で考え工夫ができる

社員が揃っております。また他業種の方ともコミュニケー

ションを取り、現場全体で仲間意識を持ち、円滑に作業が

進められると自負しています。 

―六興電気で一番印象に残っている現場や人物はどなた

でしょうか。 

一番記憶に残っているのは山田さん（現工事安全管理

部長）の担当現場であった動物病院です。たまたま外構

工事をしていたらヤシの木を植えるのを手伝わさせられ、そ

の後台風が来て1本のヤシが倒れたりしました。そんな体

験もしながら竣工後は山田さんの粋な計らいで、竣工祝い

に樽酒の鏡開きをやったのをよく覚えています。 

―最後に、今後の展望を教えてください。 

神社や造船などまだやったことのない物件に取り組んで

みたいと思います。また自分達の技術や想いを若い世代に

伝えていきたいと思います。それを若い社員達がまた次の

世代へと繋いでくれたらと思います。 

日吉五丁目の忘年会にて 

＜株式会社植田電気＞ 

概要   

創業 2007年 

住所 神奈川県横浜市港北区新吉田東8-55-15  

従業員 4名 

代表者 代表取締役 植田 儀信 

昨年の工事安全衛生協力会での本部幹事会にて、金澤

元会長がご退任され、新たに田島会長が就任いたしました

ので、ご紹介します。 
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＊HEXELだより＊ 

さて、今一番のHEXELニュースと言えば…そうで

す！昨年10月1日で設立一周年を迎えました！ ！この素

晴らしい節目の日に、私たちは素敵なケーキをいただ

きました。HEXELのロ

ゴマークと同じ形をし

た 六 角 形 の ス ポ ン ジ

に、素敵なデコレーショ

ンをオーダーメイドして

くださいました。もちろ

ん味も抜群で、甘さ控

え め な の で み ん な で

ペロリといただいてしま

いました。 

もう一つのとっておき

の情報は、イケメン男

性、ア ル ジ ャ ン

（Arjun）の採用です！ ！

イ ン ド 人 の 彼 は、テ キ

サスの大学院で電気

工学を学んだHEXEL

の 期 待 の 星 で す。相

変わらず女性ばかりのオフィスなので、唯一のメンズ

は貴重です(笑)。皆さんどうぞHEXELへ遊びに来て

くださいね。 （By: Esther Chang） 

アルジャンはとても優しい性格です 

日本人パティシエによる特注ケーキ 

オンラインストレージ「Proself」を導入しました。目的は、イ

ンターネット環境があればいつでも・どこでもファイルの出し

入れができ、現場と支店のデータ連携を円滑に行うためで

す。各フォルダにはアクセス制限をかけており、セキュリティ対

策やバックアップ対策なども行っております。 

今までは現場と支店間でデータの受渡しを行う場合、ファ

イルサイズが大きくメールで送れないものに関しては、USB

などの外部記憶媒体を利用して直接受渡しを行う必要が

ありましたが、Proselfを利用することでリアルタイムにデー

タのやり取りや、ファイルの共有ができるようになります。ま

現場でもデータ共有ができます 

現在、自社保有の保養所が関東近辺にしかないことなど

から施設利用者が限定されており、地域によって福利厚生

制度の利用に格差が出ています。その格差を解消するため

新たに2つのサービスを導入しましたのでご紹介します。 

福利厚生制度の新サービス導入 

フィリピン大学で業界プレゼンテーション た、社員からお客様へメールでは送れない容量のファイルを

送る際には、パスワードを設定してURLで送信することがで

きるので、セキュリティ強化とデータ受渡しの効率化に繋が

ることが期待されています。 

各部署100GBまで利用することができ、1ファイル100MB

のファイルまでアップロードすることが可能です。アクセスの

仕方はポータルサイトのトップページにリンクがありますので

ご確認いただき、利用してください。 

 （システム開発部 榎本 聡） 

たくさんの学生を前に緊張しました 

昨年11月上旬にフィリピン大学の授業内でプレゼンテー

ションを行いました。内容は、日本の建設業・電気工事業は

どのようなものであるかということを、就職を控えた学生さん

たちに説明するというものです。 

「EE190」と呼ばれるこの授業は、業界・仕事の紹介をし

て学生さんに知ってもらうという意味で企業にとってもメリット

があります。私は現場の仕事の紹介を担当しましたが、英語

でのプレゼンテーションは初めての経験。緊張しながらも何

とか無事には終わりましたが、スライドや説明の内容はもっと

しっかりとできれば良かったと感じています。もしまたこのよう

な機会があれば、今回の経験を基により良いプレゼンテー

ションができればと思います。 

フィリピン国内No.1と呼ばれているフィリピン大学ですが、

このEE190において、日本の建設業の企業が参加したのは

なんと今回の六興電気が初めてでした。少しでも学生さん

たちに日本の建設業・電気工事業をアピールできたなら良

かったと思います。 （東京第一支店 佐藤 雅之） 

記念すべき第一通！ 

皆さん、こんにちは。本号より、HEXELの情報を西海岸から発信させていただくことになりました。まだまだ馴

染みの薄いHEXELだと思いますので、張り切って主張していこうと思います。  

献血・清掃ボランティアに参加しました 

昨年10月22日に、献血と本社周辺の清掃活動のボラン

ティアに参加しました。献血は今まで一度もしたことがなかっ

たので、少し緊張しました。初めてで緊張しすぎたせいか、い

ざ献血するという時になって急に腹痛に襲われてしまい、トイ

レに駆け込んでから挑みました。献血が始まると思っていた

よりも快適で、無事に終わることができて良かったです。 

献血終了後、本社周辺の清掃をしましたが、意外と多くの

ゴミが落ちていて、なかには「なぜこんな物が捨ててあるん

だ」と思うようなゴミまでありました。ボランティアに参加して

いた皆さんの協力もあり、たくさんのゴミを拾うことができまし

た。また機会があれば参加したいと思います。 

 （人事部付 浪川 将也） 

いろいろなゴミに驚き 

六興電気の忘年会 

①サンメンバーズ フレックスクラブ 

全国各地にある

エクシブやリゾート

ホテルなどリゾー

トトラスト㈱様の

宿泊施設をお手

頃な価格で利用

できる宿泊会員

権 で す。年 間 で

利用できる日数が限られていますので、お早目のご予約を

お待ちしています。 

②えらべる倶楽部 

 宿泊・旅行をメ

イ ン に グ ル メ や

シ ョ ッ ピ ン グ、ス

ポーツ、エンタメ、

美容、育児など多

様なライフサービ

スを会員特別価

格で、社員とその

家族まで利用可能な㈱JTBベネフィット様が提供するサー

ビスです。宿泊利用には補助金を設定しており、利用人数に

合わせて宿泊プランから更に割引された料金で利用するこ

とができます。 （経理部 濱田 拓麿） 

～各部署の忘年会・納会の様子をご紹介～ 

① 家族も参加で大賑わい神戸支店 ② 大きな会場で開催した大阪支店 

③ ゲームも大盛況の東京第二支店 ④ ボーリングで仕事納め名古屋支店 

⑤ まるでライブ会場！東京第一支店 ⑥ ○ゅー○ぇる登場！？茨城支店 

⑦⑧ S○APとレンジャー登場で盛り上がった本社納会 

① 

② 

③ 

⑧ 

⑥ 

⑦ 

④ ⑤ 
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ブロンズ賞を受賞しました 

左からマーベンさん、ロメルさん 

社内報アワード2016（主催:ナナ総合コミュニケーション研

究所)において、本誌「ろっこう」の2015年春号（P.2～3）創

業66周年記念イベントが、特集・単発企画部門でブロンズ

賞を受賞しました。 

 *** おしらせ *** 
Legend認定者決定 

Legendは、60歳定年を迎えた後も実績が著しく素晴ら

しい社員を称える制度です。今回は10名の方が認定され

ました。今後も益々のご活躍を期待しています。  

株主配当金のお知らせ 

第75期、期末配当金は1株につき20,000円とさせていた

だきました。 

それ、いいね！アワード アイデア実施報告 

ご応募いただいたアイデアのなかで、実施したものを報

告します。今後も随時報告していきます。 

・どこでも保養所 

10月～12月の採用 

システム開発部  係 上野 明彦 

ENG事業部  主任 奥山 康尊 

ENG事業部  主任 染谷 功 

ENG事業部  主任 竹嶋 光雄 

ENG事業部  主任 高橋 正行 

受注！ 

・レーベン会津若松中央 東北支店 

購買部 理事・購買担当 吉原 健一 

首都圏本部 工務担当 佐藤 仁 

東京第一支店 技術担当 大竹 健氏 

東京第二支店 工事担当 細野 貴史 

北関東支店 工事担当 髙木 末次 

東北支店 工事担当 佐藤 芳夫 

新潟支店 工事担当 樋口 隆 

東京第三支店 工事担当 松橋 寛 

東京第三支店 工事担当 鈴木 文雄 

東京第三支店 工事担当 梅山 修幸 

1月～3月のスケジュール 

月 経営会議 行事等 特別休暇 

1月 7日 4日：仕事始め  

2月 4日   

3月 4日 
中間決算期 

27日～4月6日：新入社員研修 
 

“ろっこう”が選ぶ優秀安全標語  

各支店の安全朝礼などで採用された安全標語のなか

から、新聞委員会で最優秀作品を選びました。 

「見える危険が全てじゃない 皆で探そう危険予知」 

 （EP支店 丸谷 大樹） 

 現場は日々変化しており、昨日

はなかった危険が今日はあるかも

しれない。また、ベテランには見え

ても素人には見えない（気づけな

い）危険があるかもしれない。その

ため、社員一人ひとりが安全に対

する意識を向上させ、毎日行う危険予知活動において

形骸化することなく、いつもとは違う危険がないか皆で

探し、皆で対策していくことで安全な職場を目指してい

きたいという思いを込め作成いたしました。  

お世話になりました 

新福 道雄さん 

 1998年12月、本社が専売公

社ビルにある時代、応接室で創

業者の長江名誉会長にお目に

かかって以来18年もの間、六興

電気に籍をおかせていただき、

大変ありがとうございました。 

 会長にお伴して新幹線で名古

屋にも数回、出かける機会をい

ただきましたが、車中では会長から政界の現状や経済の見

通しなど、あらゆるお話を承り、その知恵の深みには驚嘆す

るばかりでした。私にも何か六興電気のためにお役に立つこ

とはないだろうか？と試行錯誤を繰り返しました。そこで景気

に左右されない業界を選ぼうと、まず目をつけたのが在日大

使館でした。知人を頼りにメキシコ、コロンビア、サウジアラビ

ア、タイ、ブルネイなど訪問しましたが、成果なし…失敗。次

に懇意な家具製造メーカーの協力を得て、大学に滑り込

み…成功。そして築40年を経過したホテル、ビルの関係者

と熱心に交流し、六興電気にしかできないあらゆる分野での

協力を得て…成功。 

これもあれも六興電気の営業、工事、支店の皆様の大変

なご支援あってのことで、今日まで続けらえたことに改めて

心より感謝申し上げます。 

経歴 1999年入社  営業推進本部営業顧問→企画室営業顧問→営業

本部営業顧問→営業一部営業顧問→開発営業部営業顧問  

～採用～ 

入社された方より一言いただきました。 

システム開発部 係 上野 明彦 

驚きの連続   

 昨年11月に入社し、2カ月弱

経ちますが、とにかく驚くことが

多いです。特に凄いなと感じた

ことは、六興の皆さんが生き生

きと働いているところです。「社

員は会社のために、会社は社員

のために」、まさにWin-Winの関

係が成り立っているからこそ、良い雰囲気が生まれるのだと

思います。私もそんな六興の一員として働けることに、ワクワ

クしています。システム開発部は個性的なメンバーばかりな

ので、負けじと自分の色を出していきたいと思います！ 

グアム支店 職長 マーベン サバドゥ カレオン 

Work Journey  

Greetings!! I'm willing to work as team in order to 

gain and adopt more knowledge. The more challenges 

in life, the more stronger person you become. Together, 

we can build our dreams. “ONE for ALL”, and “ALL 

for ONE”! More power to our company!  Mabuhay!! 

グアム支店 積算 ロメル エスペランサ コンスタンティノ 

To Learn More  

I came from the Philippines working for 7 years in 

one of the construction company there. I have great 

experience in the field of construction. But as a 

professional we want to learn more knew ideas, to 

work with great individuals, to finish the task at hand 

at any given situation, to experience more especially 

internationally in it and to establish my own future in 

this construction industry. 

今後も皆さんに楽しんでいただける社内報を目指して取り組んでいきます！ 


