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変化の激しいこれからの時代は、新しいものを生み出す力であ

る芸術的思考も不可欠。

一方、本業を改善させながら地道に成長させていくデザイン思考

も必要です。また、異業種との連携によって相互成長をすること

も求められています。これらのバランスを上手く保ち、既成概念

に囚われることなく、自分で考えて行動できる発想力豊かな人材

を求めています。

山形パナソニック株式会社　代表取締役社長

清野 寿啓

会社を選んでいただき出会えたことも偶然ではなく必然的な
“縁”です。そしてこの“縁”は刺激しあうため、お互いが尊重し合
う忠恕（人を思いやる気持ち）をもって仕事をすることが必要で
す。私たち経営者は、皆さんの能力が十分に発揮できるよう環境
づくりをする役割があります。そして、「一緒に頑張り働こう」とい
う、気持ちがひとつになった時こそ、お互いが仕事への喜びを見
出すことができるでしょう。
常に挑戦する気持ちを忘れずに、自分の可能性を追求し成長を
続けることを期待します。

山形パナソニック株式会社　代表取締役会長

清野 伸昭
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家電販売店様へ、商品のご提案や販売に関するサポート業
務を行っています。
特に、顧客づくりを目的とした顧客接点活動や、販売店様の
後継者育成などの課題も含め、総合的な経営サポートに力を
入れています。
弊社の強みは、多岐の分野に渡るお得意様を持ち、数多くの
商材を提案できることです。
その販売網を活かして、お客様のニーズに答え、地域貢献が
できることに生きがいを感じています。
お客様に寄り添い、頼りにされる営業マンになりたいと思い
ます。

地域貢献に生きがい

コンシューマー事業部　リビング営業部

電気工事業の企業様を中心に、電設資材の販売や、ＬＥＤ化の
提案推進を担当しています。
営業職ということで、お客様との対話を重視し、良好な人間関
係を築くことを大切にして仕事をしています。当初、営業を任
されたときは不安な気持ちもありましたが、早く覚えてもらう
ために名刺を工夫したり、定期的に訪問したりと自分なりに
日々改善し信頼を頂けるようになりました。はじめて自分の努
力で商品の依頼を受けた時は、自分自身を認めて頂けたとい
う嬉しさを感じました。
これからも沢山のお客様に愛される人になっていきたいです。

お客様に愛される人に

電建事業部　電材営業部

山形県内企業の新規顧客開拓を中心とした営業を行っていま
す。主な担当商材は、監視カメラや複合機、テレビ会議システ
ム、PC関係で、より快適なオフィスづくりのために、ソリュー
ション型の提案を心がけています。
お客様と直接向き合って、悩みや意見を直接聞けることが魅力
だと感じています。「モノを売る」という気持ちから「お客様の悩
みを解決する」「より便利なオフィス環境づくりをお手伝いする」
という意識へ変わってきました。
納入した商品によって、「とても便利になった」と喜んで頂いた
ときや、お客様からオフィス周りのことで相談を頂けるように
なった時の喜びは一入で、この仕事で良かったと思っています。

営業の意識が変わる

ソリューション事業部　ソリューション＆エコ営業部

チューター制度とは

OJTレポート

What’s TUTOR

新入社員の視点 
●OJT担当者が明確になり、計画的・重点的な育成を通して早期戦力化ができる
●抱える問題を解決する手助けにより、早い職場適応と自立的成長ができる
●制度としてバックアップすることにより、新入社員に対して大きな期待を伝える
●将来自分が担うチューターとしての役割を理解させ、育成マインドの高い社員になる

チューター・所属長の視点 
●教育・指導する者としての自覚を持たせ、チューター自身の成長を促す
●計画的な育成計画の実践により、コーチングの動機付けとスキル向上を図る
●OJTを通して自分の仕事を整理して伝えることになり、
仕事の棚卸をおこなうことができる

職場全体の視点 
●社員育成重視の職場風土を醸成する

山形パナソニックでは新入社員の計画的な人材育成の為に、チューター制度を導入しています。
チューターとは新入社員の職場での OJT（On the Job training）指導員のことです。

新入社員は１ヶ月の活動成果・反省・意見をOJTレポートに
て提出し、チューター・所属長はアドバイス・コメントを入れ
て返します。 
レポートをもとに月1回、所属長・チューター・新入社員との
間で面談を実施します。 

共有データベース

OJTレポートはイントラ上で全関係者に閲覧可能なデータ
ベースを構築してます。 
これは新入社員同士の刺激や励みともなり、上司の社員育
成の動機付けになる事を狙いとしています。 
チューターの抱える課題についても共有することにより、
解決の為のヒントになればと思っています。

若さゆえ、失敗もある。

しかし、失敗は成長する過程の大きな成功であり、

会社にとっても財産の一つといっていい。

私たちは、あなたの若さが創るたくさんの成長過程を

楽しみにしている。

若さが
創る。



山形市総合スポーツセンターで開催された、社
会保険事務所対抗ソフトバレーボール大会に
一部の新入社員が参加しました。

ソフトバレーボール大会
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新入社員 入社からの軌跡

3月末より、会社の経営理念や事業
概要について学びます。また社会人
としてどうあるべきかという心構え
を一緒に考えます。

導入研修
毎年、球技大会などのレクリエーション活動や
地域貢献活動をおこなっており、いよいよ新入
社員も本格的に仲間入りです。

労働組合メーデー

毎週木曜の始業30分前より会社周辺の清掃活
動を実施しています。横断歩道下の植え込みの
草取りや、周辺の公園清掃、落ち葉の回収活動
をしています。

地域貢献活動

チーム名は「Patorush」。毎週１回、体育館を
借りて練習に励んでいます。企業対抗の大会な
どに積極的に参加しています。

バスケットボールチーム

チーム名は「FCパナソニックブルーレンジャー
ス」。毎月2回練習をしており、今年度の大会へ
の出場を目論んでいます。

フットサルチーム

8月に開催される山形花笠まつりにパナソニッ
クグループ総勢１００名で参加。元気いっぱいの
踊りで祭りを盛り上げます。

花笠まつり

９月に開催される日本一の芋煮会にボランティ
アとして参加しています。

日本一の芋煮会
フェスティバル 毎年、山形実業人野球大会に参加するなど精

力的な活動をしています。
新入社員の加入いただき、若い力と練習のおか
げでいい成績を上げてます。

山形パナソニック野球部

Step.1

社長より入社の辞令交付を受け取り
ます。そして、新入社員が一人づつ、
これからの希望を胸に決意を表明し
ます。

入社式
Step.2

全社員で行われる決起大会。
これからともに仕事をして行く社員
の方々に、自己紹介をします。

全社決起大会

自分自身が輝ける場所は、
仕事だけではない。ボラン
ティアや地域イベントの参加、
スポーツ活動などあらゆる
ステージで、自ら創る場所を
探せばいい。

自ら創る。

Step.3

滋賀県パナソニックマーケティング
スクールにて、新入社員基本研修に
参加します。社会人としてのビジネス
マナーの基本や経営理念について
学びます。

出張研修
Step.4

各事業部を1週間交替で体験。
当社がおこなっている事業を幅
広く体験します。

事業部体験研修
Step.5

パナソニックの家電販売店様での2
週間の実施体験研修。ご販売店様と
の関わりや、お客様と直接のふれ合
いを通して、働く事の目的と楽しさ、
厳しさを実感する体験です。

実地体験研修
Step.6

正社員登用の辞令交付。
3ヶ月の研修期間を終え、いよいよ山
形パナソニックの社員として、本格
的なスタートです！各新人社員の
チューターも決定します。

正社員登用
Step.7

節目研修を年間に3回程度実施して
います。配属後の職場で抱えている
新入社員の問題や悩み、解決の方法
などを話し合い、解決します。

節目研修
Step.8

3月

4月

5月

7月

会社の人材育成は、宝石を磨くことである。

輝こうとする若い原石を

ステップを踏んで宝石になるよう磨きをかける。

磨かれることを待たず自ら輝ける地域の宝になるよう

努力も期待する。

会社と
創る。



山形パナソニックは、家電製品はもちろん、

暮らしを豊かにするために、

確かな技術と豊富な企画力を発揮する。

君たちの力で人々の豊かな暮らしを、新しい社会を

提案・創造してほしい。

暮らしを
創る。
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コンシューマー事業部

地域専門電気店・家電量販店と共に
Panasonicの家電製品を提供しています。
また、一般住宅のリフォームなどを通し、暮ら
しやすい生活空間を提案しています。実際
に、量販店の店頭に立って現場の声をピック
アップし、店作りをはじめとした経営支援・販
売支援なども行います。若い皆さんの感性と
フレッシュな感覚で、Panasonic商品の
ファンを増やしていけるような方をお待ちし
ております。

コンシューマー事業部
事業部長

ソリューション事業部

時代の流れを敏感にキャッチし、映像・情報・
通信などのICTを駆使し、自治体や企業をは
じめ、教育・医療・福祉など様々な分野をより
快適な空間にしていく部門です。
取引先の事務所でヒアリングを行い、お客様
にマッチしたシステムを検討していくなかで、
話の内容を正しく聞きとり、より良い提案を行
うことができる柔軟性と行動力が重要です。

ソリューション事業部
事業部長　

電建事業部

一般住宅はもちろん、さまざまな施設に対し、
電気工事材料や建材資材などの商品をお取引
様と連携し提案する部門です。お客様との信
頼が重要な部門であり、コミュニケーション力
が期待されます。決まった仕組みで動く仕事で
はないので、自分が現場で感じたことやお客様
のニーズをヒアリングしながら、共に新しい価
値を生み出し、イメージを形にできる方を期待
しています。

電建事業部
事業部長　

CS・エンジニアリング
事業部

太陽光・風力発電など高度な技術によって、
明るい未来を創る部署です。また、家電修理
のサービスから、スタジアムなどの音響・映像
設備の施工まで、幅広く仕事を行っておりま
す。何かひとつ夢を持って仕事に取り組み、
得意分野や興味のあることをうまく仕事に活
かすことで、やりがいを感じて頂きたいと思
います。エネルギー溢れる皆さんと一緒に仕
事をしていくことを楽しみにしています。

CS・エンジニアリング事業部
事業部長　
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