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トランコムのサービス内容

業界

海外でも日本同様の高いクオリティを保ちたい。そんな悩みにお応えするため、トランコムは「生産請負」
「人材派遣」の２つの面からお客様をバックアップいたします。

ユーザー様ユーザー様

１人１人の管理が必要 お客様はSVとお話するだけお客様はSVとお話するだけ

■ 発注をもとに必要な人材・体制をコントロール
■ ラインや工程、工場全体に至るまで生産現場を
　課題やニーズに合わせ請負
■ 安全・品質・納期厳守
■ 培ったノウハウをもとに合理的で最適な運営を
　提案

従来

人材の安定供給

日本人担当＋ローカル担当の二本柱でしっかりサポート

日本語対応で「現場の見える化」を実現

トランコム

生産請負 人材派遣

■ 繁盛期・新規業務開始時の人員補強に対応
■ 派遣から請負化に向けた体制作り

各種メーカー（電器、機械、金属、自動車、繊維、ゴム、食品、飲料、医療機器 等）物流

職種・業務

サービスフロー

製造
機械オペレーション、
プレス、加工 等

梱包
中間品の一時梱包、
完成品の梱包 等

トランコムのこだわり

チーム派遣

日本と同様の管理サービスを提供するため、Japanese Way をすべてのスタッフに浸透させる取り組みを
行っています。
生産・流通加工に関するアウトソーシングを中心に、人材派遣・人材紹介まで常にお客様に最適な人材
ソリューションをご提案し、誠意をもって企業の発展に貢献してまいります。

トランコムは通常の派遣スタッフだけでなく、SV・リーダー等の管理者を派遣。
業務指示・労務管理・人材育成・給与計算など、人材に関わる面倒な実務を一括でアウトソースできます。

安心の日本式管理サービス

日本では当たり前のことが通用しない「文化の違い」は海外生産での大きな悩みの種。
トランコムでは日本で培ったノウハウを最大限に活かし、現地の文化に合わせながら

「日本式管理サービス」を徹底しています。

組立
電化製品・家電組立、
自動車・機械部品組立 等

試作・評価
試験製造、テスト 等

検査
目視、顕微鏡、モニター、中間検査、
工程検査、サンプリング 等

その他
配膳、流通加工など
工場・倉庫における業務全般

目標の実現

STEP6  サービススタート 

STEP4  体制構築

STEP5  人材採用

STEP1 ニーズヒアリング

STEP2  ニーズの明確化

STEP3  プランニング

請負、外部人材利用に求めるものをヒアリング

課題・問題の本質を明確化

具体的なプラン・スケジュールを立案

管理者・リーダーを配置し、技術習得

作業内容・選考基準を元に採用・配置・教育

問題・課題の解決へ取り組み

・採用できない　・手間がかかる　・すぐに辞める…　など
悩み

・欠勤が多く生産ができない　・モラル・マナーが悪い
・仕事に対する意識が低い　　・意思疎通が取れない

言語の問題などで
不透明化しがち

現地日本人担当が
的確に把握

現場の状況が
そのまま伝わる

こんな悩みも日本式管理サービスで解決

お客様担当者お客様担当者 SV リーダー 現地スタッフ

現地スタッフ（ローカル担当） トランコム担当者（日本人担当） お客様担当者

現地スタッフ

・業務指示
・勤怠の管理
・各種教育

・勤怠の管理  ・業務指示  ・各種教育

（例）
オーダー人数 100 人に対し
150 人を確保するため、
急遽人員が必要になった場合も対応可能。

・業務指示
・依頼、連絡

・連絡、相談

必要な労働力・人数を確実に確保するため、常に自社でスペア
人材を出勤させ、人員不足による業務・生産に影響のない管理
体制を構築しています。

トランコムでは、日本人担当とローカル担当の二本柱でお客様のご要望を即座にキャッチ。
新規立ち上げ、工場増設、その他急激な繁忙期にも日本からの支援チームがサポートに入り、計画に沿って
立ち上げ、スピーディーに課題を解決いたします。

ブラックボックス化しがちなローカルスタッフ同士のやり取りも、日本人担当または日本語が話せるスタッフが
対応。現場のニーズ、課題を明確にし解決へ向けてしっかりサポート。また海外特有のモラルや仕事に対する
意識にも日本式教育を実施いたします。

オーダー人数（100人）

スペア人数（50人）

150人

運営体制 人材育成 お客様対応

日本式管理サービス
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