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東京東京センチュリーセンチュリーの良いと思うの良いと思う
社風はなんですか？社風はなんですか？

東京センチュリーの社員にダイバーシティに関するアンケートを東京センチュリーの社員にダイバーシティに関するアンケートを

実施しましたので、その一部をご紹介します。実施しましたので、その一部をご紹介します。

ダイバーシティと聞いて思い浮かぶ言葉は？ダイバーシティと聞いて思い浮かぶ言葉は？

多様性多様性

８年間で５倍以上のネットワークに！８年間で５倍以上のネットワークに！
グローバル化が急速に進んでいるのが分かります。

海外派遣員61名中、29名が20代～30代。海外派遣員61名中、29名が20代～30代。

第3位：食べ飲み歩き第3位：食べ飲み歩き
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第3位：ワークライフバランスワークライフバランス

……………… 5.4 %

17.7%

第4位は自由（10 .5%）、第5位は仲が良い第4位は自由（10 .5%）、第5位は仲が良い
（9.3%）と続きます。ここから会社のカタチ（9.3%）と続きます。ここから会社のカタチ
が見えてきそうです。が見えてきそうです。

東京センチュリーの社員はスポーツ好き、旅行好きの東京センチュリーの社員はスポーツ好き、旅行好きの
アクティブ派が多く、食いしん坊も多いようです。アクティブ派が多く、食いしん坊も多いようです。

第4位は働き方改革（3.9%）、第5位はLGBT（1.8%）と続きます。「ワークライフバランス」と「働き方改革」も、第4位は働き方改革（3.9%）、第5位はLGBT（1.8%）と続きます。「ワークライフバランス」と「働き方改革」も、
ダイバーシティを進める大切なキーワードです。ダイバーシティを進める大切なキーワードです。

東京センチュリーセンチュリーの
社内結婚率は？

11%8%～

ではパートナー、職場では同僚ですね。

D i v e r s i t y

東京センチュリーのダイバーシティ、はじまっています。
ダイバーシティ大会議、開催。

テーマ：「自分らしさ」って何だろう？
（ちょっと集まって、みんなで話し合ってみました。）

グローバル化が急速に進んでいるのが分かります。

東
社

では

海外出張・旅行などで行ったこと海外出張・旅行などで行ったこと
がある国の数はいくつですか？がある国の数はいくつですか？

第1位：第1位： カ国6 1010
………………31.2%

～

日本人一人当たりの海外旅行平均回数は1.7回。実質日本人一人当たりの海外旅行平均回数は1.7回。実質
海外旅行者数は2015年で1039万人、実質海外旅行者数は2015年で1039万人、実質出国率は出国率は
推計8.2％＊。日本人の10人に1人も海外旅行に行かない推計8.2％＊。日本人の10人に1人も海外旅行に行かない
現状を考えると、この数字はかなり多いです。現状を考えると、この数字はかなり多いです。

＊出典：法務省「出入国管理統計」（2016年）＊出典：法務省「出入国管理統計」（2016年）
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社会人に必要で社会人に必要でありあり、東京センチュリーの社員に求められる能力といえるかもしれません。、東京センチュリーの社員に求められる能力といえるかもしれません。





そその人らしさ人らしさを尊重しを尊重して、チームでゴチームでゴールを目指ルを目指 す。それが東京セン京センチュリーのダイバーシティ。
東京センチュリーの経営方針のひとつにもなっている「ダイバーシティ」。いま当社では、どれくらい具体的な東京センチュリーの経営方針のひとつにもなっている「ダイバーシティ」。いま当社では、どれくらい具体的な      形になっているのでしょうか。今回は4人の社員にそれぞれの立場で、自由にトークしていただきました形になっているのでしょうか。今回は4人の社員にそれぞれの立場で、自由にトークしていただきました。
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ダイバーシバーシティ大会議ィ大会議

事務管理は重要なので、迅速かつ正確な事事務管理は重要なので、迅速かつ正確な事

務処理を心がけています。お客さまのご要望務処理を心がけています。お客さまのご要望

で難易度の高い事務処理を正確にやり遂げで難易度の高い事務処理を正確にやり遂げ

て、お客さまに感謝され、営業と達成感を共て、お客さまに感謝され、営業と達成感を共

有できたときは、本当に嬉しいです。有できたときは、本当に嬉しいです。

　　山崎：スペシャルティ事業という、航空

機、不動産、船舶など、会社の中でも非常機、不動産、船舶など、会社の中でも非常に

特殊なプロダクツを扱う各部門を統括する特殊なプロダクツを扱う各部門を統括する

部署に所属していますが、その部長としての部署に所属していますが、その部長としての

仕事が半分と、残り半分はM&Aを行って仕事が半分と、残り半分はM&Aを行って

います。M&Aは、仕事としてすごく面白いいます。M&Aは、仕事としてすごく面白い

ですね。いわばラグビーの試合みたいにスクですね。いわばラグビーの試合みたいにスク

ラムを組んで体当たりするような仕事ですラムを組んで体当たりするような仕事です。

自分たちが今までやってきたことをお互いに自分たちが今までやってきたことをお互いに

全部出し合って、それで商談がまとまる。最後全部出し合って、それで商談がまとまる。最後

にノーサイドの笛が鳴って、お客さまと握手をにノーサイドの笛が鳴って、お客さまと握手を

交わした瞬間が一番やりがいを感じますね。交わした瞬間が一番やりがいを感じますね。

私にはもうすぐ２歳になる子どもがい私にはもうすぐ２歳になる子どもがい

て、保育園の送り迎えもあるので、仕事の効率て、保育園の送り迎えもあるので、仕事の効率

化を常に考えています。例えば朝の電車の中で化を常に考えています。例えば朝の電車の中で

一日の仕事をどんな順番で着手したら一番効率一日の仕事をどんな順番で着手したら一番効率

的かを考えたり、子どもが熱を出して急に休むと的かを考えたり、子どもが熱を出して急に休むと

きのために、提案書や調査ファイルなどの私のきのために、提案書や調査ファイルなどの私の

資料を、誰もが見て内容が理解できるよう、すべ資料を、誰もが見て内容が理解できるよう、すべ

て共有フォルダに分かりやすくまとめています。て共有フォルダに分かりやすくまとめています。

　　加藤：私の部署では、週の初めに一週間

の計画表を各人がそれぞれ作成して、部内での計画表を各人がそれぞれ作成して、部内で

共有しています。仕事は1人で完結することは共有しています。仕事は1人で完結することは

あまりなく、作成する資料は上司の確認や決あまりなく、作成する資料は上司の確認や決

裁が必要な場合が多いので、スムーズな連裁が必要な場合が多いので、スムーズな連携

を図ることがとても重要です。部内全員でを図ることがとても重要です。部内全員で

共有することで、みんなが同じベクトルで共有することで、みんなが同じベクトルで、

スピード感を持って仕事ができるようになりまスピード感を持って仕事ができるようになりま

した。仕事でもプライベートでも時間をうまくした。仕事でもプライベートでも時間をうまく

使うことが大切だと思いますね。使うことが大切だと思いますね。

　　田村：私の場合、後輩のみんなに自分田村：私の場合、後輩のみんなに自分

から声を掛けて、今何に困っているかを引きから声を掛けて、今何に困っているかを引き

出すように心がけています。夕方には「今日出すように心がけています。夕方には「今日

どうだった」みたいな感じで、温かい雰囲気でどうだった」みたいな感じで、温かい雰囲気で

自然に集まるようになっていますね。例えば、自然に集まるようになっていますね。例えば、

経験が少ないと業務の段取りも難しいので、経験が少ないと業務の段取りも難しいので、

そのアドバイスをしたり、残業を減らすためのそのアドバイスをしたり、残業を減らすための

整理を一緒にしたりしています。年齢などに整理を一緒にしたりしています。年齢などに

関係なく、共に成長できるような職場作りに関係なく、共に成長できるような職場作りに

貢献できたらいいな、と思いながら働いてい貢献できたらいいな、と思いながら働いてい

ます。また自ら率先して、休暇を取得したり、ます。また自ら率先して、休暇を取得したり、

早く帰るように心がけて、オンとオフをうまく早く帰るように心がけて、オンとオフをうまく

使いわけるように促しています。使いわけるように促しています。

　　山崎：部長として、部署のみんなが仕事

をしやすく、また帰りやすい雰囲気作りにをしやすく、また帰りやすい雰囲気作りに

努めています。M&Aをやっていると、なかなか努めています。M&Aをやっていると、なかなか

帰れないこともありますが、普段は部長で帰れないこともありますが、普段は部長で

ある私が率先して帰るようにしています（笑）ある私が率先して帰るようにしています（笑）。

それぞれ人には、家庭や個人的な事情がありそれぞれ人には、家庭や個人的な事情があり

ますよね。例えば、お子さんが病気になってますよね。例えば、お子さんが病気になって

しまったり、パートナーと今一番大事な時期しまったり、パートナーと今一番大事な時期

だったり、いろんな事情があると思うのでだったり、いろんな事情があると思うので、

そういうものを尊重したい。お互いに助け合ってそういうものを尊重したい。お互いに助け合って、

誰かが早く帰らなければいけないときは、他の誰かが早く帰らなければいけないときは、他の

人がそれをフォローする。そういうフォーメー人がそれをフォローする。そういうフォーメー

ションで、チーム一丸となって一つの仕事をンで、チーム一丸となって一つの仕事をクリ

アしていく、その方が仕事はうまくいきますねアしていく、その方が仕事はうまくいきますね。

　　陳：出産にあたって育児休業を取得したの出産にあたって育児休業を取得したの

ですが、なかなか保育園に入れなくて、結局1年ですが、なかなか保育園に入れなくて、結局1年

半取りました。当社の子育て支援の制度は充実半取りました。当社の子育て支援の制度は充実

していて、会社にはすごく感謝しています。していて、会社にはすごく感謝しています。

　　山崎：子どもが生まれた男性社員にも山崎：子どもが生まれた男性社員にも

育児休業を取ろうという意識があります育児休業を取ろうという意識があります。いまやいまや

「育児休業を取ります」と言うと、自然にみんな「育児休業を取ります」と言うと、自然にみんな

で応援しようという雰囲気になっていますね。で応援しようという雰囲気になっていますね。

　　加藤：独身なので、子どものことを意識加藤：独身なので、子どものことを意識

することはないですが、私の部署にいる３人のすることはないですが、私の部署にいる３人の

営業アシスタントにはお子さんがいるんです。営業アシスタントにはお子さんがいるんです。

だから私たち営業担当も依頼事は早めにしたりだから私たち営業担当も依頼事は早めにしたり、

時間に余裕があれば明日にしたり、というのを時間に余裕があれば明日にしたり、というのを

意識しています。そうする方が双方にとって意識しています。そうする方が双方にとって

いいし、結果うまくいきますよね。これもダイいいし、結果うまくいきますよね。これもダイ

バーシティなのかな。バーシティなのかな。

　　田村：ダイバーシティって、人種とか性別

とか、そういうものと思っていたんですけれとか、そういうものと思っていたんですけれ

ども、今思うと働きやすい職場作りもその一環ども、今思うと働きやすい職場作りもその一環

なんだなということを強く感じますね。なんだなということを強く感じますね。

　　陳：当社は、欧米・アジアなど37ヵ国に

海外ネットワークを拡大しています。そこで私海外ネットワークを拡大しています。そこで私

は国際ソリューション支援部の一員として、は国際ソリューション支援部の一員として、

現地企業との営業活動や契約などのサポー現地企業との営業活動や契約などのサポート

をしています。私は上海の出身で、中国語もをしています。私は上海の出身で、中国語も

日本語も話せますので、例えば中国の規制を日本語も話せますので、例えば中国の規制を

調べるときは、率先して調べ、それを日本語に調べるときは、率先して調べ、それを日本語に

翻訳して、社内に発信しています。中国と日本翻訳して、社内に発信しています。中国と日本

の架け橋になる仕事ができていて、とてもの架け橋になる仕事ができていて、とても

面白く、やりがいを感じます。面白く、やりがいを感じます。

　　加藤：私は営業担当として、パソコン、

サーバーといった情報機器から、メーカーのサーバーといった情報機器から、メーカーの

工場向けの製造ライン、フォークリフトなどの工場向けの製造ライン、フォークリフトなどの

工場内設備、さらにオートリースも行っていま工場内設備、さらにオートリースも行っていま

す。同じ営業活動でも、中小企業と大企業とす。同じ営業活動でも、中小企業と大企業と

では、まったく提案の仕方が異なります。例えでは、まったく提案の仕方が異なります。例え

ば中小企業の場合、審査を通すのがひとつのば中小企業の場合、審査を通すのがひとつの

ハードルになります。そのハードルを超えるたハードルになります。そのハードルを超えるた

めに、お客さまと話し合いを重ね、自分で問めに、お客さまと話し合いを重ね、自分で問

題点を見つけ、実際に審査を通して契約でき題点を見つけ、実際に審査を通して契約でき

たときは、すごく嬉しいですね。大企業の場合たときは、すごく嬉しいですね。大企業の場合

は、競合他社も多いので、差別化をしなけれは、競合他社も多いので、差別化をしなけれ

ばいけない。そこでお客さまのニーズを引きばいけない。そこでお客さまのニーズを引き出

し、自分たちのサービスを活用して、どのし、自分たちのサービスを活用して、どのよ

うな提案ができるかを考え、契約できたうな提案ができるかを考え、契約できたと

きは非常に達成感を感じます。きは非常に達成感を感じます。

　　田村：私が所属している部署は、金融・

建設業が主なお客さまで、３人の営業のアシ建設業が主なお客さまで、３人の営業のアシ

スタントをしています。また業務職のマネースタントをしています。また業務職のマネー

ジャーとして、支払い承認、経費の精算などのジャーとして、支払い承認、経費の精算などの

次長補佐業務も行っています。特殊事務や次長補佐業務も行っています。特殊事務や

データ処理も多いですが、営業取引においてデータ処理も多いですが、営業取引において

Ｑ：あなたの仕事のやりがいの仕事のやりがいは？
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趣味は、家族や仲間たちとの山登り。趣味は、家族や仲間たちとの山登り。
最近はインスタ映えする景色を投稿しています。最近はインスタ映えする景色を投稿しています。

毎日ピアノを弾いてリフレッシュ。毎日ピアノを弾いてリフレッシュ。
気分転換にゴルフも楽しんでいます。気分転換にゴルフも楽しんでいます。

春と秋はプロ野球の観戦とゴルフ、春と秋はプロ野球の観戦とゴルフ、
夏は海、冬はスノボーという一年です。夏は海、冬はスノボーという一年です。

週末は外食をして、夫と子どもと週末は外食をして、夫と子どもと
ゆっくりとした時間を過ごしています。ゆっくりとした時間を過ごしています。

　

Ｑ：自分らしく働くための工夫は？Ｑ：自分らしく働くための工夫は？

Ｑ：ダイバーシティを感じる瞬間は？Ｑ：ダイバーシティを感じる瞬間は？




