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夜の営業が完全予約制になりました。

歓迎会/懇親会にご利用下さい!!
コース例：飲み放題付きコース3500円〜

今月 アンバサダー 、事務所･工場・店舗など 業務用
建物を中心とした「建設業」、ペレットストーブや、ピザ窯など
「環境部門」を展開されている、ヤマノイ株式会社 山野井
社長です
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１０月 ７日（土） ネストを語る会（仙台営業所）

１０月２１日（土） 夢志の巣塾（第３回）
１０月２８日（土）、２９日（日）フードフェスティバル

１０月１０日（火） 安全大会
１０月２０日（金） 所⻑会議
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日々 業務 、配送、内勤、倉庫業務 管理などを主に
行っており、お客様と 時間が折り合わなかった時 イレ
ギュラー対応やホームロジ様と 交渉 窓口を行っています。
営業所内で 時々、ケンカもしますが（笑）
仲良くみんなが一生懸命働ける環境です

同友会 優しい大先輩です。同友会 優しい大先輩です。同友会 優しい大先輩です。同友会 優しい大先輩です。

今から25年位前に、お客様 紹介で「事務所を作りたい人
が居るから」と紹介いただき、訪問した が初対面な です
が、同友会（広島県中小企業家同友会） 先輩として 知ら
ない人 いないぐらい有名な迫さんに会いに行けるチャンス
な で、仕事そっち けで伺った を覚えています。

迫社長と話をしている中で、「実 私も同友会員なんです
よ」と言うと、「ふーん、そうなん 」と言いながら、机 引き出
しから同友会青年部 申込書を持ってこられ、「 いこれ書
いて」と言われ、迷うことなくそ 場で青年部に入会いたしま
した。そ 後もいろいろと面倒見ていただいたり、当時 怖
い存在でしたが、今で とても優しい大先輩です。

ヤマノイ株式会社代表ヤマノイ株式会社代表ヤマノイ株式会社代表ヤマノイ株式会社代表

平成21年9月1日入社でホームロジ配送センター委託業務を
担当している千田早貴さんにインタビューしてみました

嬉しいお言葉を頂きました嬉しいお言葉を頂きました嬉しいお言葉を頂きました嬉しいお言葉を頂きました

ネストでネストでネストでネストで

タマリビング様ご依頼 件で、納品に伺った際に立ち合いに
来られていた方がホームロジ様宛に次回から配達 千田さ
んを専属でお願いしたいと言われたことがありました。
お客様と やりとり 中でこ ようなことを言って頂けたこと

大変嬉しく感じました。
また、夢志 巣塾 第二期生として参加させて頂いていま

す。こ 研修で色々なことを学び、今後 更なる自分 成長
に活かしていこうと思います。

創業当時 「町 運送屋さん」から、今で 日本各所に営
業所を広げられ、テレビＣＭもよく目にします。ネストさん イ
メージキャラクター「ブルース君」がデザインされたトラックが
街で走っている を見ると、自分も頑張らないと と思いま
す。 社員さんもみなさん笑顔で仕事をされていて、会社に
訪問してもとても気持ちよく、いろんな面で見習うところばか
りです。

運送業 いつも危険と隣り合わせ。安全運転 もちろん、
「あ 会社、先輩 会社なんよ 」と自慢でき、これからも世
界に羽ばたく企業になってください

自慢できる、世界 ネスト に自慢できる、世界 ネスト に自慢できる、世界 ネスト に自慢できる、世界 ネスト に

本社にて５本社にて５本社にて５本社にて５ 発表会開催発表会開催発表会開催発表会開催

「楽しく」をモットーに「楽しく」をモットーに「楽しく」をモットーに「楽しく」をモットーに
働いています働いています働いています働いています

岡山岡山岡山岡山営業所営業所営業所営業所

千田千田千田千田 早貴早貴早貴早貴

今月１１日に本社にて、５ 活
動発表会が開催されました。
詳細 、結果発表と合わせて
次号にてご報告します

最優秀班 ど チームにな
る でしょうか～o(^O^)o？♪
お楽しみに
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昨年より上級社員 育成を目的と
し開講された上級社員研修「夢志
巣塾」。そ 第二期 キックオフが先
月１９日にシェラトングランドホテル広
島にて、全国より役員・受講社員が
集い盛大に行われました。
第一期 社長を筆頭に全国 営業
所を統括するグループマネージャー・
営業所長たちが主たるメンバーでし
たが、第二期 上司より推薦を受け
た、次世代を背負っていく立場 社
員も多く参加することとなり、１２名
社員が１年間受講します。

また、今月 １６日に 第二回 研
修が行われました。２回目 研修で
個と会社 アイディンティティを明

確化しよう というテーマで、個人に
ついて、組織について、、普段 あま
り考えること ない深い部分につい
ても考える、よい機会になった で
ないでしょうか。
また、初回より 慣れて来た か、
楽しそうな笑い声も聞こえてきていま
したが、皆さん楽しかったでしょうか
（＾＾）？研修 １年間通して行われま
す。受講される皆さん、頑張ってくだ
さい

「「「「あなた 運転に悪い癖ありませんか？あなた 運転に悪い癖ありませんか？あなた 運転に悪い癖ありませんか？あなた 運転に悪い癖ありませんか？」」」」
～～～～ 安安安安 全全全全 衛衛衛衛 生生生生 企企企企 画画画画 室室室室 ～～～～

前年度から始め、今期２期目となる上級社員研修 夢志夢志夢志夢志
巣塾巣塾巣塾巣塾 、「夢なき者に成功なし 志なき者に人望なし 」
思い もと始動したプロジェクトです。「夢夢夢夢」を辞書で調べ
ると「将来実現させたいと思っている事柄。現実から離れた
空想や楽しい考え・・・」とある。また「志志志志」を調べると「心に思
い決めた目的や目標。心 持ち方。信念、志操。心を集中
すること。相手 ためを思う気持ち、厚意、愛情・・・」とありま
す。 それら 言葉 思いを込め、
「今 絶対無理だと思われるような楽しくやりがい ある会
社を将来 目標に掲げ、そ 実現 ためにみんな 心を一
つに集中し、経営理念である【厚意と愛情ある信頼関係 醸
成】・【共に成長する向上心】・【世 中 役に立って社会貢
献する】 と言う信念をもつ社員がネスト（巣）に集結し、10年
かけて実現させるプロジェクト」
として 夢志 巣塾 と名付け始動しました。

そ ために第二期も12名 幹部社員が集結し夢 実現
ため一年間 カリキュラムに取り組んでいます。私がイメー
ジしている「10年後 夢」 以下 ようなも です。まさに夢
かもしれませんが・・・

インターンシップ受入れ実施インターンシップ受入れ実施インターンシップ受入れ実施インターンシップ受入れ実施

３日間、５日間、それぞれ実習を終えられた学生さんから 最
後に、「仕事 楽しさや大変さを実感し、刺激を受け成長でき
た。」など嬉しい感想を頂きましたが、インターンシップ 受入れ
を行うことで、自社 若手社員も社会人として 自覚を感じ、と
もに成長することができたと思います。
脇田さん、香藤さん、インターンシップお疲れ様でした これ
からも将来に向けて頑張ってください （*^o^*）☆

弊社で 社会貢献活動として、毎年インターンシップ生 受け
入れを行なって参りましたが、今年も広島商業高校より１名、比
治山大学より１名 学生さんがインターンシップ先として弊社を
選び、実習に来てくれました

共に育つ組織として共に育つ組織として共に育つ組織として共に育つ組織として

1. 日本一魅力ある会社（人気ランキング等で1位）

2. 社員 平均所得（年収）が700万円以上（現在1位東京で623万円）

3. 残業を０にしてワークライフバランスを重視する会社

4. いろいろな世代で働きやすい職場環境がある会社（世代バランス）

5. 売上規模 1千億円以上で経常利益30億円以上 企業体質

6. 枠にとらわれず自由な発想で商品企画が出来て時代をリードする会社

7. 物流業発、未来型流通業 展開（ネット、通販、店舗）が出来る会社

8. ネストヴィレッジ 実現（未来型都市構想）
地域が企業によって創成される

9. 人材が集まり人財育成が実践され、人間力 高い会社

10. 夢が実現できる会社

以上 こと まだ、私 個人的な考えな で「原案」に なります
が夢志 巣プロジェクト 今後に期待してください。そしてみんなで
必ず実現させましょう。

平成２９年１０月
代表取締役社長 迫慎二

普段なかなか会う機会 ない社員同士で普段なかなか会う機会 ない社員同士で普段なかなか会う機会 ない社員同士で普段なかなか会う機会 ない社員同士で
それぞれ 意見・考え方を交わし合うそれぞれ 意見・考え方を交わし合うそれぞれ 意見・考え方を交わし合うそれぞれ 意見・考え方を交わし合う

キックオフ 翌日、いよいよ第二期
生 研修が始まりました。
外部講師、（株）CUA 盛矢澄香先
生指導 下、 目的とゴール 明確
化 をテーマに研修が行われました。
企業が勝ち残るために ？必要とさ
れる人材になるために ？など 講
義や、１つ 問いについてグループ
ごとに話し合いを行う ワールドカ
フェ というグループワークなど、内容
濃い研修を１日かけて取り組みま
した。普段関わること 少ない社員
同士ということもあり、それぞれ多く
刺激を受けたようでした。

男性・女性という性別間 違いだけでなく男性・女性という性別間 違いだけでなく男性・女性という性別間 違いだけでなく男性・女性という性別間 違いだけでなく
年齢 幅も広い だからこそ、おもしろい。年齢 幅も広い だからこそ、おもしろい。年齢 幅も広い だからこそ、おもしろい。年齢 幅も広い だからこそ、おもしろい。

ドキドキ 研修、第一回ドキドキ 研修、第一回ドキドキ 研修、第一回ドキドキ 研修、第一回

10ｔ 高橋　啓 （仙台営業所） 4.14㎞
8ｔ 田中　秀樹 (福岡営業所) 4.85㎞
4ｔ 橋西　一雄 (本社) 6.27㎞

2ｔ・3t 青原　勇気 (山口営業所) 8.55㎞
ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ 藤田　昌也 (福山営業所) 8.38㎞

10月3日 平　裕治 本社 49歳
10月4日 大岡　利章 三河営業所 49歳
10月9日 岸本　裕之 岡山営業所 36歳
10月10日 松岡　毅 出島営業所 33歳
10月11日 奥野　智子 本部 50歳
10月13日 池田　勝幸 本部 58歳
10月13日 山口　淳哉 山口営業所 20歳
10月14日 老月　和也 馬木営業所 29歳
10月19日 藤田　昌也 福山営業所 37歳
10月23日 岡本　健志 本部 23歳
10月31日 中村　格久 ﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾄ 45歳

夢夢夢夢なきなきなきなき者者者者にににに成功成功成功成功なしなしなしなし！！！！

社会貢献活動 取り組み社会貢献活動 取り組み社会貢献活動 取り組み社会貢献活動 取り組み

インターンシップ日程表インターンシップ日程表インターンシップ日程表インターンシップ日程表（大学 ５日行程版）

【１日目】：オリエンテーション、事務研修、社長と談話

【２日目】：点呼体験、入荷・倉庫見学・構内作業

【３日目】：フード事業部研修（レストラン接客）

【４日目】：営業部研修（不動産様回りなど外出同行）

【５日目】：事務研修・５ 活動手伝い

出
島

業業

中仙台営業所 出島営業所

川崎営業所 馬木営業所

6/1
7/1

9/1
9/1

7/1 9/1
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「「「「あなた 運転に悪い癖ありませんか？あなた 運転に悪い癖ありませんか？あなた 運転に悪い癖ありませんか？あなた 運転に悪い癖ありませんか？」」」」
～～～～ 安安安安 全全全全 衛衛衛衛 生生生生 企企企企 画画画画 室室室室 ～～～～

前年度から始め、今期２期目となる上級社員研修 夢志夢志夢志夢志
巣塾巣塾巣塾巣塾 、「夢なき者に成功なし 志なき者に人望なし 」
思い もと始動したプロジェクトです。「夢夢夢夢」を辞書で調べ
ると「将来実現させたいと思っている事柄。現実から離れた
空想や楽しい考え・・・」とある。また「志志志志」を調べると「心に思
い決めた目的や目標。心 持ち方。信念、志操。心を集中
すること。相手 ためを思う気持ち、厚意、愛情・・・」とありま
す。 それら 言葉 思いを込め、
「今 絶対無理だと思われるような楽しくやりがい ある会
社を将来 目標に掲げ、そ 実現 ためにみんな 心を一
つに集中し、経営理念である【厚意と愛情ある信頼関係 醸
成】・【共に成長する向上心】・【世 中 役に立って社会貢
献する】 と言う信念をもつ社員がネスト（巣）に集結し、10年
かけて実現させるプロジェクト」
として 夢志 巣塾 と名付け始動しました。

そ ために第二期も12名 幹部社員が集結し夢 実現
ため一年間 カリキュラムに取り組んでいます。私がイメー
ジしている「10年後 夢」 以下 ようなも です。まさに夢
かもしれませんが・・・

インターンシップ受入れ実施インターンシップ受入れ実施インターンシップ受入れ実施インターンシップ受入れ実施

３日間、５日間、それぞれ実習を終えられた学生さんから 最
後に、「仕事 楽しさや大変さを実感し、刺激を受け成長でき
た。」など嬉しい感想を頂きましたが、インターンシップ 受入れ
を行うことで、自社 若手社員も社会人として 自覚を感じ、と
もに成長することができたと思います。
脇田さん、香藤さん、インターンシップお疲れ様でした これ
からも将来に向けて頑張ってください （*^o^*）☆

弊社で 社会貢献活動として、毎年インターンシップ生 受け
入れを行なって参りましたが、今年も広島商業高校より１名、比
治山大学より１名 学生さんがインターンシップ先として弊社を
選び、実習に来てくれました

共に育つ組織として共に育つ組織として共に育つ組織として共に育つ組織として

1. 日本一魅力ある会社（人気ランキング等で1位）

2. 社員 平均所得（年収）が700万円以上（現在1位東京で623万円）

3. 残業を０にしてワークライフバランスを重視する会社

4. いろいろな世代で働きやすい職場環境がある会社（世代バランス）

5. 売上規模 1千億円以上で経常利益30億円以上 企業体質

6. 枠にとらわれず自由な発想で商品企画が出来て時代をリードする会社

7. 物流業発、未来型流通業 展開（ネット、通販、店舗）が出来る会社

8. ネストヴィレッジ 実現（未来型都市構想）
地域が企業によって創成される

9. 人材が集まり人財育成が実践され、人間力 高い会社

10. 夢が実現できる会社

以上 こと まだ、私 個人的な考えな で「原案」に なります
が夢志 巣プロジェクト 今後に期待してください。そしてみんなで
必ず実現させましょう。

平成２９年１０月
代表取締役社長 迫慎二

普段なかなか会う機会 ない社員同士で普段なかなか会う機会 ない社員同士で普段なかなか会う機会 ない社員同士で普段なかなか会う機会 ない社員同士で
それぞれ 意見・考え方を交わし合うそれぞれ 意見・考え方を交わし合うそれぞれ 意見・考え方を交わし合うそれぞれ 意見・考え方を交わし合う

キックオフ 翌日、いよいよ第二期
生 研修が始まりました。
外部講師、（株）CUA 盛矢澄香先
生指導 下、 目的とゴール 明確
化 をテーマに研修が行われました。
企業が勝ち残るために ？必要とさ
れる人材になるために ？など 講
義や、１つ 問いについてグループ
ごとに話し合いを行う ワールドカ
フェ というグループワークなど、内容
濃い研修を１日かけて取り組みま
した。普段関わること 少ない社員
同士ということもあり、それぞれ多く
刺激を受けたようでした。

男性・女性という性別間 違いだけでなく男性・女性という性別間 違いだけでなく男性・女性という性別間 違いだけでなく男性・女性という性別間 違いだけでなく
年齢 幅も広い だからこそ、おもしろい。年齢 幅も広い だからこそ、おもしろい。年齢 幅も広い だからこそ、おもしろい。年齢 幅も広い だからこそ、おもしろい。

ドキドキ 研修、第一回ドキドキ 研修、第一回ドキドキ 研修、第一回ドキドキ 研修、第一回

10ｔ 高橋　啓 （仙台営業所） 4.14㎞
8ｔ 田中　秀樹 (福岡営業所) 4.85㎞
4ｔ 橋西　一雄 (本社) 6.27㎞

2ｔ・3t 青原　勇気 (山口営業所) 8.55㎞
ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ 藤田　昌也 (福山営業所) 8.38㎞

10月3日 平　裕治 本社 49歳
10月4日 大岡　利章 三河営業所 49歳
10月9日 岸本　裕之 岡山営業所 36歳
10月10日 松岡　毅 出島営業所 33歳
10月11日 奥野　智子 本部 50歳
10月13日 池田　勝幸 本部 58歳
10月13日 山口　淳哉 山口営業所 20歳
10月14日 老月　和也 馬木営業所 29歳
10月19日 藤田　昌也 福山営業所 37歳
10月23日 岡本　健志 本部 23歳
10月31日 中村　格久 ﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾄ 45歳

夢夢夢夢なきなきなきなき者者者者にににに成功成功成功成功なしなしなしなし！！！！

社会貢献活動 取り組み社会貢献活動 取り組み社会貢献活動 取り組み社会貢献活動 取り組み

インターンシップ日程表インターンシップ日程表インターンシップ日程表インターンシップ日程表（大学 ５日行程版）

【１日目】：オリエンテーション、事務研修、社長と談話

【２日目】：点呼体験、入荷・倉庫見学・構内作業

【３日目】：フード事業部研修（レストラン接客）

【４日目】：営業部研修（不動産様回りなど外出同行）

【５日目】：事務研修・５ 活動手伝い

出
島

業業

中仙台営業所 出島営業所

川崎営業所 馬木営業所

6/1
7/1

9/1
9/1

7/1 9/1
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社員 ご紹介社員 ご紹介社員 ご紹介社員 ご紹介 ネストアンバサダーネストアンバサダーネストアンバサダーネストアンバサダーVol.Vol.Vol.Vol.４４４４

世界に羽ばたく世界に羽ばたく世界に羽ばたく世界に羽ばたく
自慢 企業に自慢 企業に自慢 企業に自慢 企業に

ヤマノイ株式ヤマノイ株式ヤマノイ株式ヤマノイ株式会社会社会社会社

山野井山野井山野井山野井 重典重典重典重典社長社長社長社長

夜の営業が完全予約制になりました。

歓迎会/懇親会にご利用下さい!!
コース例：飲み放題付きコース3500円〜

今月 アンバサダー 、事務所･工場・店舗など 業務用
建物を中心とした「建設業」、ペレットストーブや、ピザ窯など
「環境部門」を展開されている、ヤマノイ株式会社 山野井
社長です

ヤマノイ株式会社ヤマノイ株式会社ヤマノイ株式会社ヤマノイ株式会社 〒〒〒〒733733733733----0822082208220822 広島市西区庚午中広島市西区庚午中広島市西区庚午中広島市西区庚午中4444----11111111----31313131

TELTELTELTEL（（（（082082082082））））273273273273----5861586158615861

１０月 ７日（土） ネストを語る会（仙台営業所）

１０月２１日（土） 夢志の巣塾（第３回）
１０月２８日（土）、２９日（日）フードフェスティバル

１０月１０日（火） 安全大会
１０月２０日（金） 所⻑会議

NEXTNEXTNEXTNEXT NEWNEWNEWNEW

来月 行事・予定来月 行事・予定来月 行事・予定来月 行事・予定
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日々 業務 、配送、内勤、倉庫業務 管理などを主に
行っており、お客様と 時間が折り合わなかった時 イレ
ギュラー対応やホームロジ様と 交渉 窓口を行っています。
営業所内で 時々、ケンカもしますが（笑）
仲良くみんなが一生懸命働ける環境です

同友会 優しい大先輩です。同友会 優しい大先輩です。同友会 優しい大先輩です。同友会 優しい大先輩です。

今から25年位前に、お客様 紹介で「事務所を作りたい人
が居るから」と紹介いただき、訪問した が初対面な です
が、同友会（広島県中小企業家同友会） 先輩として 知ら
ない人 いないぐらい有名な迫さんに会いに行けるチャンス
な で、仕事そっち けで伺った を覚えています。

迫社長と話をしている中で、「実 私も同友会員なんです
よ」と言うと、「ふーん、そうなん 」と言いながら、机 引き出
しから同友会青年部 申込書を持ってこられ、「 いこれ書
いて」と言われ、迷うことなくそ 場で青年部に入会いたしま
した。そ 後もいろいろと面倒見ていただいたり、当時 怖
い存在でしたが、今で とても優しい大先輩です。

ヤマノイ株式会社代表ヤマノイ株式会社代表ヤマノイ株式会社代表ヤマノイ株式会社代表

平成21年9月1日入社でホームロジ配送センター委託業務を
担当している千田早貴さんにインタビューしてみました

嬉しいお言葉を頂きました嬉しいお言葉を頂きました嬉しいお言葉を頂きました嬉しいお言葉を頂きました

ネストでネストでネストでネストで

タマリビング様ご依頼 件で、納品に伺った際に立ち合いに
来られていた方がホームロジ様宛に次回から配達 千田さ
んを専属でお願いしたいと言われたことがありました。
お客様と やりとり 中でこ ようなことを言って頂けたこと

大変嬉しく感じました。
また、夢志 巣塾 第二期生として参加させて頂いていま

す。こ 研修で色々なことを学び、今後 更なる自分 成長
に活かしていこうと思います。

創業当時 「町 運送屋さん」から、今で 日本各所に営
業所を広げられ、テレビＣＭもよく目にします。ネストさん イ
メージキャラクター「ブルース君」がデザインされたトラックが
街で走っている を見ると、自分も頑張らないと と思いま
す。 社員さんもみなさん笑顔で仕事をされていて、会社に
訪問してもとても気持ちよく、いろんな面で見習うところばか
りです。

運送業 いつも危険と隣り合わせ。安全運転 もちろん、
「あ 会社、先輩 会社なんよ 」と自慢でき、これからも世
界に羽ばたく企業になってください

自慢できる、世界 ネスト に自慢できる、世界 ネスト に自慢できる、世界 ネスト に自慢できる、世界 ネスト に

本社にて５本社にて５本社にて５本社にて５ 発表会開催発表会開催発表会開催発表会開催

「楽しく」をモットーに「楽しく」をモットーに「楽しく」をモットーに「楽しく」をモットーに
働いています働いています働いています働いています

岡山岡山岡山岡山営業所営業所営業所営業所

千田千田千田千田 早貴早貴早貴早貴

今月１１日に本社にて、５ 活
動発表会が開催されました。
詳細 、結果発表と合わせて
次号にてご報告します

最優秀班 ど チームにな
る でしょうか～o(^O^)o？♪
お楽しみに


