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寺田寺田寺田寺田 吉男吉男吉男吉男さんさんさんさん

先月号 お休みだったネストアンバサダー。楽しみにしてくださって
いた皆様申し訳ありませんm(__)mお待たせ致しました

今月 アンバサダー 、旭調温工業株式会社旭調温工業株式会社旭調温工業株式会社旭調温工業株式会社様様様様にて 業務用空調業務用空調業務用空調業務用空調
設備・冷凍冷蔵設備 営業設備・冷凍冷蔵設備 営業設備・冷凍冷蔵設備 営業設備・冷凍冷蔵設備 営業をご担当されている、『趣味 ロードバイ
ク 』 寺田吉男さんです
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「みんな 巣」立ち上げをきっかけに「みんな 巣」立ち上げをきっかけに「みんな 巣」立ち上げをきっかけに「みんな 巣」立ち上げをきっかけに
私がネストさんへお邪魔するようになった 、迫社長と弊社社長

繋がりがきっかけでしたが、深くかかわるようになった 「みんな
巣」（※ネストが運営しているイタリアンレストラン） 立ち上げ 時から
です。
TB メンバーとして早朝会議に出席させて頂くようになった もそ
頃からです。

旭調温工業株式会社旭調温工業株式会社旭調温工業株式会社旭調温工業株式会社

川崎営業所の沖石です。今年で入社7年目で、現在は川崎営
業所・川崎TCのオペレーションや勤怠管理を行っています。
昨年結婚し、現在は妻と2人で暮らしています。

時代 変化にともない時代 変化にともない時代 変化にともない時代 変化にともない

ちからさんちからさんちからさんちからさん
年越しそば を年越しそば を年越しそば を年越しそば を

ネストでも受付ネストでも受付ネストでも受付ネストでも受付

社員が働きやすい社員が働きやすい社員が働きやすい社員が働きやすい
職場を目指して職場を目指して職場を目指して職場を目指して

川崎川崎川崎川崎営業所営業所営業所営業所

沖石沖石沖石沖石 健太朗健太朗健太朗健太朗

今年も販売 年越しそば今年も販売 年越しそば今年も販売 年越しそば今年も販売 年越しそば

明るく楽しそうなネスト 社員さん明るく楽しそうなネスト 社員さん明るく楽しそうなネスト 社員さん明るく楽しそうなネスト 社員さん

ネストさんと 思い出 色々とありますが、毎年５月に開催されてい
る「ネスト祭りネスト祭りネスト祭りネスト祭り」 、毎回驚き 連続です。

２年前に取り敢えず、十年一区切りで一度休憩を挿まれましたが、地
域 皆さんから またやってください という声などで再度復活された
時 、更なるパワーをもって祭りに ぞまれた姿が印象的でした。

他にも、『ネストコンパ』 開催等、社内で 論議が活発で、常に社員
皆さんが同じ方向を見ておられ、明るく楽しそうな雰囲気を感じます。

常に大きな声であいさつをして頂き、こちらも元気を頂いています
今秋、ネストさん 本社事務所 空調設備を改修させて頂きます。

(発刊されている時に 既に施工が終わっているかもしれません・・・)
気が付いた事があれば色々と教えてください

リニューアルオープンしました！
プレートランチやデザートなど
オシャレで美味しいお食事を♪

信頼を築きながら信頼を築きながら信頼を築きながら信頼を築きながら

主に川崎TC 稼働計画 立案や、顧客であるホームロジスティクス
様と 入出庫・輸送に関する応対、倉庫内 ロケーション管理、そ 他
営業所内 配車や車両 管理をしています。お客様と やり取り 中
で、「沖石さんになら安心して任せられる」と言われた事がとても印象に
残っています。日頃 業務に関する取り組みが、信頼関係に繋がって
いると実感できました。

ネストは、既存のやり方に囚われず、新たな事にチャレンジし
ていく所が好きです。今年度から物流・運送における機械の導入
を積極的に取り入れている所が、時代の変化に対して挑戦してい
くのが伝わってきます。
年々、物流部門の規模が拡大していると感じており、私自身もよ
り一層、顧客満足度の向上を目指し、また従業員の方々に働きや
すい環境だと感じてもらえる様、職場環境の改善にも力を入れて
行きます。

毎年ネストで年末の
「年越しそばセット」の
加工業務をお受けさせて
頂いている繋がりで、
ちからさんの年越し
そばをネストでも受付
しております！にしんの棒焚が入ったAセット・味付けあげが１
２枚入ったBセットの２種類あります！ぜひ美味しい「ちからの
年越しそば」で一年を締めくくりましょう！
ご注文 ネストまでお気軽に♪♪



広島フードフェスティバルに広島フードフェスティバルに広島フードフェスティバルに広島フードフェスティバルに
「ネスト たこやき」出店「ネスト たこやき」出店「ネスト たこやき」出店「ネスト たこやき」出店
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フード事業部フード事業部フード事業部フード事業部 担当者より♪担当者より♪担当者より♪担当者より♪

社長メッセージ社長メッセージ社長メッセージ社長メッセージ

営業所の取り組み営業所の取り組み営業所の取り組み営業所の取り組み ～川崎営業所～～川崎営業所～～川崎営業所～～川崎営業所～

今年で１３回目を迎えた、食 祭典「広広広広
島フードフェスティバル島フードフェスティバル島フードフェスティバル島フードフェスティバル」に昨年に引き続
き、今年も「ネスト たこやき」を出店致し
ました １０月２８日・２９日 ２日間で行
われましたが、両日ともあいにく 天
気・・・。ですが、全員 熱い気持ちと活気
ある呼び込みで、、見事 ☆全食完売☆☆全食完売☆☆全食完売☆☆全食完売☆
することができました(^^)!

１日目から上々 売れ行きでしたが、当
日生中継していた番組 取材をしていた
だき、２日目 番組を見た沢山 方が、
「美味しそうだったから、ネスト たこ焼き
を食べにきた よ～ 」とネストブースに
来てくださいました そしてなんとあ ア
ンガールズも ・・・お店 前を、通ってい
きました・・・(笑)

「フードフェスティバルへ 出店 今年で２回目「フードフェスティバルへ 出店 今年で２回目「フードフェスティバルへ 出店 今年で２回目「フードフェスティバルへ 出店 今年で２回目
でしたが、自分がリーダーをさせて頂く 初でしたが、自分がリーダーをさせて頂く 初でしたが、自分がリーダーをさせて頂く 初でしたが、自分がリーダーをさせて頂く 初
めて 経験でした。めて 経験でした。めて 経験でした。めて 経験でした。
当日 あいにく 雨でしたが、社長・副社長を当日 あいにく 雨でしたが、社長・副社長を当日 あいにく 雨でしたが、社長・副社長を当日 あいにく 雨でしたが、社長・副社長を
じめ、社員・アルバイト 皆さん お陰で沢じめ、社員・アルバイト 皆さん お陰で沢じめ、社員・アルバイト 皆さん お陰で沢じめ、社員・アルバイト 皆さん お陰で沢

山 お客様にお越し頂き、完売することができ、山 お客様にお越し頂き、完売することができ、山 お客様にお越し頂き、完売することができ、山 お客様にお越し頂き、完売することができ、
本当に良かったです。本当に良かったです。本当に良かったです。本当に良かったです。
準備や段取りなどがうまく進められず、周りに準備や段取りなどがうまく進められず、周りに準備や段取りなどがうまく進められず、周りに準備や段取りなどがうまく進められず、周りに
迷惑もかけてしまいましたが、皆さんにフォロー迷惑もかけてしまいましたが、皆さんにフォロー迷惑もかけてしまいましたが、皆さんにフォロー迷惑もかけてしまいましたが、皆さんにフォロー
して頂き、反省したこと・学んだことが沢山ありして頂き、反省したこと・学んだことが沢山ありして頂き、反省したこと・学んだことが沢山ありして頂き、反省したこと・学んだことが沢山あり
ました。こ 経験を活かしてこれからも一層頑ました。こ 経験を活かしてこれからも一層頑ました。こ 経験を活かしてこれからも一層頑ました。こ 経験を活かしてこれからも一層頑
張っていきます 皆さんご協力張っていきます 皆さんご協力張っていきます 皆さんご協力張っていきます 皆さんご協力
ありがとうございました 」ありがとうございました 」ありがとうございました 」ありがとうございました 」

「「「「運転席から見えない死角（刺客？）にご用心運転席から見えない死角（刺客？）にご用心運転席から見えない死角（刺客？）にご用心運転席から見えない死角（刺客？）にご用心」」」」
～～～～ 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 ～～～～

先日東京にて開催された 東京モーターショー に行ってきまし
た。４年前 「スマートカースマートカースマートカースマートカー」が話題 中心でハウスメーカーまでも
がモーターショーにスマートハウス 展示をしていた が印象的で
した。「ガレージ リビングになる 」と驚いたも です。
そして２年前 前回 「自動運転自動運転自動運転自動運転」でした。バスやタクシー、そし

てトラック運送 事業 大きな影響を受けること 間違いない と
危機感を膨らませました。無人 自動車が走るようになるかどう
か？ まだわかりませんが、あれから２年経った現在で 、運転技
術が無くても車庫入れや長距離運転が出来るようになりました。

そして今年 モーターショー 「人工知能（人工知能（人工知能（人工知能（AIAIAIAI））））」でした。イノベー
ション 着実に進化しており、未来 車に ハンドルやバックミラー
というも が無く、ほとんどカメラや人工知能が人間 代わりnに確
認をしてくれます。電気自動車（EV））もドンドン増えて、ハイブリッド
など 進化で低燃費化 ドンドン進み、あと数年するとガソリンスタ
ンドが無くて、給油 ために何キロも走行すること なくなるかもし
れません。

関東本部関東本部関東本部関東本部 開設 ＆開設 ＆開設 ＆開設 ＆川崎夜光ＴＣ川崎夜光ＴＣ川崎夜光ＴＣ川崎夜光ＴＣ新設新設新設新設

余談になりますが、、今回 モーターショーで最も強く感じた 「出展者
が少ない」と言うことです。特にアメリカ勢 １社もいませんでした。ニホン
市場 もう魅力が無いと言うことが露呈されていたように感じました。それ

さておいて、本当に１００年に一度 大変革時代１００年に一度 大変革時代１００年に一度 大変革時代１００年に一度 大変革時代に突入しました。過去
を振り返り、今をどう生きるか真剣に考え行動しましょう。

今年もあと一ヶ月あまりです。恒例 ちから様 「年越しそば」を売って
売って売りまくります。今年 販売目標も１０，０００セットです。いつも言い
ますが「目標 達成するため」にあります。それ 考え方です。１０セットを
どうやって売ろうかと考える人に １０セット 売れません。対して１００セッ
トをどうやって売ろうかと考えている人に １０セット 通過点であり小さな
数字です。更に１０００セットをどうやって売ろうかと考えている人に １００
セットも小さな数字で通過点です。だから大きく考えることが販売目標達成
極意です。先日 フードフェスタで雨 中、当初 目標販売数を達成でき

て完売した もこ 考え方があったからな です。感謝

平成２９年１１月
代表取締役社長 迫慎二

広島で人気 番組「元就。」 生中継広島で人気 番組「元就。」 生中継広島で人気 番組「元就。」 生中継広島で人気 番組「元就。」 生中継
取材に来てもらいました 効果大取材に来てもらいました 効果大取材に来てもらいました 効果大取材に来てもらいました 効果大

フード事業部管轄 たこ焼きですが、事
前 前売りチケット販売、焼き練習、準備、
当日 焼き手・接客・呼び込みなど部門
を超えて、全社員で協力全社員で協力全社員で協力全社員で協力して取り組みまし
た。仕事もイベントも、全員で協力して乗
り越えよう というネスト 良さが発揮さ
れたフェスティバルで、参加していた新入
社員も若手社員も多く ことを学ぶことが
できた２日間になった で ないでしょう
か（＾＾）？☆
打ち上げにて、来年も出店する来年も出店する来年も出店する来年も出店する と宣言
がありました で、来年も頑張りましょう
☆また、たこ焼き店舗も東区 温品通り
沿いに現在４店舗営業しています で、
ご来店お待ちしています～

両日沢山 お客様にご来店いただき、両日沢山 お客様にご来店いただき、両日沢山 お客様にご来店いただき、両日沢山 お客様にご来店いただき、
ひたすら焼き続けました 熱い暑いひたすら焼き続けました 熱い暑いひたすら焼き続けました 熱い暑いひたすら焼き続けました 熱い暑い

部門を超えて協力したから部門を超えて協力したから部門を超えて協力したから部門を超えて協力したから
達成できた「完売」達成できた「完売」達成できた「完売」達成できた「完売」

100100100100年に一度 大変革時代年に一度 大変革時代年に一度 大変革時代年に一度 大変革時代
「今をどう生きるか」「今をどう生きるか」「今をどう生きるか」「今をどう生きるか」

---- 東京モーターショー 報告東京モーターショー 報告東京モーターショー 報告東京モーターショー 報告 ----

資格取得・昇格資格取得・昇格資格取得・昇格資格取得・昇格

11月1日

境信人境信人境信人境信人さん(福山営業所）
Ｓ２資格に合格し、サブマネージャーサブマネージャーサブマネージャーサブマネージャー

に認定されました。

10ｔ 木村　信夫 （ﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾄ） 4.3㎞
8ｔ 濱崎　幸雄 (福岡営業所) 5.47㎞
4ｔ 橋西　一雄 (本社) 7.94㎞

2ｔ・3ｔ 木田　隆之 (三河営業所) 10.18㎞
ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ 長井　博樹 (福山営業所) 8.39㎞

１０月１日

元村友次さん(岡山営業所）

長男 元村 大翔大翔大翔大翔（（（（たいがたいがたいがたいが）くん

「社内試験合格 素直に嬉しいです。
社内 雰囲気を大事にしながら業務にあたっ
ていこうと思います。また、今後も自身 ステ
ップアップに繋がるよう有言実行で頑張ってい
きます 」

福山営業所 境信人

〈本社〉 山本 秀夫さん
福本 幸江さん
橋本 美佳さん
石原 宏美さん

〈福山〉 境 信人さん

〈熊本〉 馬場 崇さん

２大拠点で関東 物流を担う２大拠点で関東 物流を担う２大拠点で関東 物流を担う２大拠点で関東 物流を担う
夜光TC 、これまで稼働していた川崎TCだけで 増加した物量へ
対応が難しくなったため新たに開設されました。 「ＤＰＬ夜光物流セン
ター」 ５階に約3000坪 倉庫を構え、主にニトリさん 東日本 店舗
へ 供給 拠点として、商品 入出荷業務を行っています。川崎地区
が2拠点体制となったため機能も分担することになり、

夜光TCで ハード商品、
川崎TCで ソフト 商品を
主に取り扱っています。

川崎夜光TC 執務フロア 一室を「関東本部」として開設しまし
た 現在 関東 中途採用活動を始動しており、今後 新卒採
用も対応できるよう準備を進めていく予定です。長期的に 採用
だけでなく、東日本 事務全般を処理する体制を
整えることが目標です。一員として入社１年目 増田君が配

属されました。期待
ホープ 頑張って

ください☆

長期的な目標を掲げて長期的な目標を掲げて長期的な目標を掲げて長期的な目標を掲げて

入社２年目フード事業部入社２年目フード事業部入社２年目フード事業部入社２年目フード事業部
村本拓也村本拓也村本拓也村本拓也

12月1日 内川　大嗣 福岡TC 30
12月1日 山﨑　美紀 本　　　部 34
12月2日 青原　勇気 山口営業所 21
12月3日 篠原　則夫 本　　　部 58
12月3日 藤永　美咲 本　　　部 26
12月4日 大久保　一 大阪営業所 43
12月4日 河邊　哲朗 三河営業所 58
12月5日 小田　朋希 出島センター 47
12月6日 織田　典彦 岡山営業所 44
12月8日 小谷　勇太 山口営業所 33
12月12日 手塚　光幸 仙台営業所 58
12月16日 尾川　孝行 本　　　部 59
12月16日 境　信人 福山営業所 35
12月17日 迫　秀明 トランスポート 53
12月25日 小野　晃 本社_馬木 41
12月27日 伊波　優衣 福岡営業所 28
12月30日 増田　道郎 本社_馬木 41



広島フードフェスティバルに広島フードフェスティバルに広島フードフェスティバルに広島フードフェスティバルに
「ネスト たこやき」出店「ネスト たこやき」出店「ネスト たこやき」出店「ネスト たこやき」出店

先月の先月の先月の先月のトピックトピックトピックトピック

今
年
も
出
店
し
ま
し
た
！

広
島

ー
ド

ェ
ス
テ
ィ
バ
ル

フード事業部フード事業部フード事業部フード事業部 担当者より♪担当者より♪担当者より♪担当者より♪

社長メッセージ社長メッセージ社長メッセージ社長メッセージ

営業所の取り組み営業所の取り組み営業所の取り組み営業所の取り組み ～川崎営業所～～川崎営業所～～川崎営業所～～川崎営業所～

今年で１３回目を迎えた、食 祭典「広広広広
島フードフェスティバル島フードフェスティバル島フードフェスティバル島フードフェスティバル」に昨年に引き続
き、今年も「ネスト たこやき」を出店致し
ました １０月２８日・２９日 ２日間で行
われましたが、両日ともあいにく 天
気・・・。ですが、全員 熱い気持ちと活気
ある呼び込みで、、見事 ☆全食完売☆☆全食完売☆☆全食完売☆☆全食完売☆
することができました(^^)!

１日目から上々 売れ行きでしたが、当
日生中継していた番組 取材をしていた
だき、２日目 番組を見た沢山 方が、
「美味しそうだったから、ネスト たこ焼き
を食べにきた よ～ 」とネストブースに
来てくださいました そしてなんとあ ア
ンガールズも ・・・お店 前を、通ってい
きました・・・(笑)

「フードフェスティバルへ 出店 今年で２回目「フードフェスティバルへ 出店 今年で２回目「フードフェスティバルへ 出店 今年で２回目「フードフェスティバルへ 出店 今年で２回目
でしたが、自分がリーダーをさせて頂く 初でしたが、自分がリーダーをさせて頂く 初でしたが、自分がリーダーをさせて頂く 初でしたが、自分がリーダーをさせて頂く 初
めて 経験でした。めて 経験でした。めて 経験でした。めて 経験でした。
当日 あいにく 雨でしたが、社長・副社長を当日 あいにく 雨でしたが、社長・副社長を当日 あいにく 雨でしたが、社長・副社長を当日 あいにく 雨でしたが、社長・副社長を
じめ、社員・アルバイト 皆さん お陰で沢じめ、社員・アルバイト 皆さん お陰で沢じめ、社員・アルバイト 皆さん お陰で沢じめ、社員・アルバイト 皆さん お陰で沢

山 お客様にお越し頂き、完売することができ、山 お客様にお越し頂き、完売することができ、山 お客様にお越し頂き、完売することができ、山 お客様にお越し頂き、完売することができ、
本当に良かったです。本当に良かったです。本当に良かったです。本当に良かったです。
準備や段取りなどがうまく進められず、周りに準備や段取りなどがうまく進められず、周りに準備や段取りなどがうまく進められず、周りに準備や段取りなどがうまく進められず、周りに
迷惑もかけてしまいましたが、皆さんにフォロー迷惑もかけてしまいましたが、皆さんにフォロー迷惑もかけてしまいましたが、皆さんにフォロー迷惑もかけてしまいましたが、皆さんにフォロー
して頂き、反省したこと・学んだことが沢山ありして頂き、反省したこと・学んだことが沢山ありして頂き、反省したこと・学んだことが沢山ありして頂き、反省したこと・学んだことが沢山あり
ました。こ 経験を活かしてこれからも一層頑ました。こ 経験を活かしてこれからも一層頑ました。こ 経験を活かしてこれからも一層頑ました。こ 経験を活かしてこれからも一層頑
張っていきます 皆さんご協力張っていきます 皆さんご協力張っていきます 皆さんご協力張っていきます 皆さんご協力
ありがとうございました 」ありがとうございました 」ありがとうございました 」ありがとうございました 」

「「「「運転席から見えない死角（刺客？）にご用心運転席から見えない死角（刺客？）にご用心運転席から見えない死角（刺客？）にご用心運転席から見えない死角（刺客？）にご用心」」」」
～～～～ 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 ～～～～

先日東京にて開催された 東京モーターショー に行ってきまし
た。４年前 「スマートカースマートカースマートカースマートカー」が話題 中心でハウスメーカーまでも
がモーターショーにスマートハウス 展示をしていた が印象的で
した。「ガレージ リビングになる 」と驚いたも です。
そして２年前 前回 「自動運転自動運転自動運転自動運転」でした。バスやタクシー、そし

てトラック運送 事業 大きな影響を受けること 間違いない と
危機感を膨らませました。無人 自動車が走るようになるかどう
か？ まだわかりませんが、あれから２年経った現在で 、運転技
術が無くても車庫入れや長距離運転が出来るようになりました。

そして今年 モーターショー 「人工知能（人工知能（人工知能（人工知能（AIAIAIAI））））」でした。イノベー
ション 着実に進化しており、未来 車に ハンドルやバックミラー
というも が無く、ほとんどカメラや人工知能が人間 代わりnに確
認をしてくれます。電気自動車（EV））もドンドン増えて、ハイブリッド
など 進化で低燃費化 ドンドン進み、あと数年するとガソリンスタ
ンドが無くて、給油 ために何キロも走行すること なくなるかもし
れません。

関東本部関東本部関東本部関東本部 開設 ＆開設 ＆開設 ＆開設 ＆川崎夜光ＴＣ川崎夜光ＴＣ川崎夜光ＴＣ川崎夜光ＴＣ新設新設新設新設

余談になりますが、、今回 モーターショーで最も強く感じた 「出展者
が少ない」と言うことです。特にアメリカ勢 １社もいませんでした。ニホン
市場 もう魅力が無いと言うことが露呈されていたように感じました。それ

さておいて、本当に１００年に一度 大変革時代１００年に一度 大変革時代１００年に一度 大変革時代１００年に一度 大変革時代に突入しました。過去
を振り返り、今をどう生きるか真剣に考え行動しましょう。

今年もあと一ヶ月あまりです。恒例 ちから様 「年越しそば」を売って
売って売りまくります。今年 販売目標も１０，０００セットです。いつも言い
ますが「目標 達成するため」にあります。それ 考え方です。１０セットを
どうやって売ろうかと考える人に １０セット 売れません。対して１００セッ
トをどうやって売ろうかと考えている人に １０セット 通過点であり小さな
数字です。更に１０００セットをどうやって売ろうかと考えている人に １００
セットも小さな数字で通過点です。だから大きく考えることが販売目標達成
極意です。先日 フードフェスタで雨 中、当初 目標販売数を達成でき

て完売した もこ 考え方があったからな です。感謝

平成２９年１１月
代表取締役社長 迫慎二

広島で人気 番組「元就。」 生中継広島で人気 番組「元就。」 生中継広島で人気 番組「元就。」 生中継広島で人気 番組「元就。」 生中継
取材に来てもらいました 効果大取材に来てもらいました 効果大取材に来てもらいました 効果大取材に来てもらいました 効果大

フード事業部管轄 たこ焼きですが、事
前 前売りチケット販売、焼き練習、準備、
当日 焼き手・接客・呼び込みなど部門
を超えて、全社員で協力全社員で協力全社員で協力全社員で協力して取り組みまし
た。仕事もイベントも、全員で協力して乗
り越えよう というネスト 良さが発揮さ
れたフェスティバルで、参加していた新入
社員も若手社員も多く ことを学ぶことが
できた２日間になった で ないでしょう
か（＾＾）？☆
打ち上げにて、来年も出店する来年も出店する来年も出店する来年も出店する と宣言
がありました で、来年も頑張りましょう
☆また、たこ焼き店舗も東区 温品通り
沿いに現在４店舗営業しています で、
ご来店お待ちしています～

両日沢山 お客様にご来店いただき、両日沢山 お客様にご来店いただき、両日沢山 お客様にご来店いただき、両日沢山 お客様にご来店いただき、
ひたすら焼き続けました 熱い暑いひたすら焼き続けました 熱い暑いひたすら焼き続けました 熱い暑いひたすら焼き続けました 熱い暑い

部門を超えて協力したから部門を超えて協力したから部門を超えて協力したから部門を超えて協力したから
達成できた「完売」達成できた「完売」達成できた「完売」達成できた「完売」

100100100100年に一度 大変革時代年に一度 大変革時代年に一度 大変革時代年に一度 大変革時代
「今をどう生きるか」「今をどう生きるか」「今をどう生きるか」「今をどう生きるか」

---- 東京モーターショー 報告東京モーターショー 報告東京モーターショー 報告東京モーターショー 報告 ----

資格取得・昇格資格取得・昇格資格取得・昇格資格取得・昇格

11月1日

境信人境信人境信人境信人さん(福山営業所）
Ｓ２資格に合格し、サブマネージャーサブマネージャーサブマネージャーサブマネージャー

に認定されました。

10ｔ 木村　信夫 （ﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾄ） 4.3㎞
8ｔ 濱崎　幸雄 (福岡営業所) 5.47㎞
4ｔ 橋西　一雄 (本社) 7.94㎞

2ｔ・3ｔ 木田　隆之 (三河営業所) 10.18㎞
ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ 長井　博樹 (福山営業所) 8.39㎞

１０月１日

元村友次さん(岡山営業所）

長男 元村 大翔大翔大翔大翔（（（（たいがたいがたいがたいが）くん

「社内試験合格 素直に嬉しいです。
社内 雰囲気を大事にしながら業務にあたっ
ていこうと思います。また、今後も自身 ステ
ップアップに繋がるよう有言実行で頑張ってい
きます 」

福山営業所 境信人

〈本社〉 山本 秀夫さん
福本 幸江さん
橋本 美佳さん
石原 宏美さん

〈福山〉 境 信人さん

〈熊本〉 馬場 崇さん

２大拠点で関東 物流を担う２大拠点で関東 物流を担う２大拠点で関東 物流を担う２大拠点で関東 物流を担う
夜光TC 、これまで稼働していた川崎TCだけで 増加した物量へ
対応が難しくなったため新たに開設されました。 「ＤＰＬ夜光物流セン
ター」 ５階に約3000坪 倉庫を構え、主にニトリさん 東日本 店舗
へ 供給 拠点として、商品 入出荷業務を行っています。川崎地区
が2拠点体制となったため機能も分担することになり、

夜光TCで ハード商品、
川崎TCで ソフト 商品を
主に取り扱っています。

川崎夜光TC 執務フロア 一室を「関東本部」として開設しまし
た 現在 関東 中途採用活動を始動しており、今後 新卒採
用も対応できるよう準備を進めていく予定です。長期的に 採用
だけでなく、東日本 事務全般を処理する体制を
整えることが目標です。一員として入社１年目 増田君が配

属されました。期待
ホープ 頑張って

ください☆

長期的な目標を掲げて長期的な目標を掲げて長期的な目標を掲げて長期的な目標を掲げて

入社２年目フード事業部入社２年目フード事業部入社２年目フード事業部入社２年目フード事業部
村本拓也村本拓也村本拓也村本拓也

12月1日 内川　大嗣 福岡TC 30
12月1日 山﨑　美紀 本　　　部 34
12月2日 青原　勇気 山口営業所 21
12月3日 篠原　則夫 本　　　部 58
12月3日 藤永　美咲 本　　　部 26
12月4日 大久保　一 大阪営業所 43
12月4日 河邊　哲朗 三河営業所 58
12月5日 小田　朋希 出島センター 47
12月6日 織田　典彦 岡山営業所 44
12月8日 小谷　勇太 山口営業所 33
12月12日 手塚　光幸 仙台営業所 58
12月16日 尾川　孝行 本　　　部 59
12月16日 境　信人 福山営業所 35
12月17日 迫　秀明 トランスポート 53
12月25日 小野　晃 本社_馬木 41
12月27日 伊波　優衣 福岡営業所 28
12月30日 増田　道郎 本社_馬木 41
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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.5555

元気を貰える元気を貰える元気を貰える元気を貰える
明るいネストさん明るいネストさん明るいネストさん明るいネストさん

旭調温工業株式旭調温工業株式旭調温工業株式旭調温工業株式会社会社会社会社
第一営業部第一営業部第一営業部第一営業部 課長課長課長課長

寺田寺田寺田寺田 吉男吉男吉男吉男さんさんさんさん

先月号 お休みだったネストアンバサダー。楽しみにしてくださって
いた皆様申し訳ありませんm(__)mお待たせ致しました

今月 アンバサダー 、旭調温工業株式会社旭調温工業株式会社旭調温工業株式会社旭調温工業株式会社様様様様にて 業務用空調業務用空調業務用空調業務用空調
設備・冷凍冷蔵設備 営業設備・冷凍冷蔵設備 営業設備・冷凍冷蔵設備 営業設備・冷凍冷蔵設備 営業をご担当されている、『趣味 ロードバイ
ク 』 寺田吉男さんです

旭調温工業株式会社旭調温工業株式会社旭調温工業株式会社旭調温工業株式会社
〒〒〒〒733733733733----0822082208220822 広島市西区大宮１丁目広島市西区大宮１丁目広島市西区大宮１丁目広島市西区大宮１丁目27272727----20202020 TELTELTELTEL（（（（082082082082））））237237237237----0201020102010201

１２月１５日（金） 所⻑会議

１２月２８日（木） 餅つき

来月 行事・予定来月 行事・予定来月 行事・予定来月 行事・予定

■■■■NEWNEWNEWNEW

広島フードフェスティバルに出店しました広島フードフェスティバルに出店しました広島フードフェスティバルに出店しました広島フードフェスティバルに出店しました

■■■■Boss MessageBoss MessageBoss MessageBoss Message

東京モーターショー東京モーターショー東京モーターショー東京モーターショー2017201720172017 報告報告報告報告

■営業所■営業所■営業所■営業所 取り組み取り組み取り組み取り組み

関東本部・川崎夜光ＴＣ関東本部・川崎夜光ＴＣ関東本部・川崎夜光ＴＣ関東本部・川崎夜光ＴＣ 新設新設新設新設
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「みんな 巣」立ち上げをきっかけに「みんな 巣」立ち上げをきっかけに「みんな 巣」立ち上げをきっかけに「みんな 巣」立ち上げをきっかけに
私がネストさんへお邪魔するようになった 、迫社長と弊社社長

繋がりがきっかけでしたが、深くかかわるようになった 「みんな
巣」（※ネストが運営しているイタリアンレストラン） 立ち上げ 時から
です。
TB メンバーとして早朝会議に出席させて頂くようになった もそ
頃からです。

旭調温工業株式会社旭調温工業株式会社旭調温工業株式会社旭調温工業株式会社

川崎営業所の沖石です。今年で入社7年目で、現在は川崎営
業所・川崎TCのオペレーションや勤怠管理を行っています。
昨年結婚し、現在は妻と2人で暮らしています。

時代 変化にともない時代 変化にともない時代 変化にともない時代 変化にともない

ちからさんちからさんちからさんちからさん
年越しそば を年越しそば を年越しそば を年越しそば を

ネストでも受付ネストでも受付ネストでも受付ネストでも受付

社員が働きやすい社員が働きやすい社員が働きやすい社員が働きやすい
職場を目指して職場を目指して職場を目指して職場を目指して

川崎川崎川崎川崎営業所営業所営業所営業所

沖石沖石沖石沖石 健太朗健太朗健太朗健太朗

今年も販売 年越しそば今年も販売 年越しそば今年も販売 年越しそば今年も販売 年越しそば

明るく楽しそうなネスト 社員さん明るく楽しそうなネスト 社員さん明るく楽しそうなネスト 社員さん明るく楽しそうなネスト 社員さん

ネストさんと 思い出 色々とありますが、毎年５月に開催されてい
る「ネスト祭りネスト祭りネスト祭りネスト祭り」 、毎回驚き 連続です。

２年前に取り敢えず、十年一区切りで一度休憩を挿まれましたが、地
域 皆さんから またやってください という声などで再度復活された
時 、更なるパワーをもって祭りに ぞまれた姿が印象的でした。

他にも、『ネストコンパ』 開催等、社内で 論議が活発で、常に社員
皆さんが同じ方向を見ておられ、明るく楽しそうな雰囲気を感じます。

常に大きな声であいさつをして頂き、こちらも元気を頂いています
今秋、ネストさん 本社事務所 空調設備を改修させて頂きます。

(発刊されている時に 既に施工が終わっているかもしれません・・・)
気が付いた事があれば色々と教えてください

リニューアルオープンしました！
プレートランチやデザートなど
オシャレで美味しいお食事を♪

信頼を築きながら信頼を築きながら信頼を築きながら信頼を築きながら

主に川崎TC 稼働計画 立案や、顧客であるホームロジスティクス
様と 入出庫・輸送に関する応対、倉庫内 ロケーション管理、そ 他
営業所内 配車や車両 管理をしています。お客様と やり取り 中
で、「沖石さんになら安心して任せられる」と言われた事がとても印象に
残っています。日頃 業務に関する取り組みが、信頼関係に繋がって
いると実感できました。

ネストは、既存のやり方に囚われず、新たな事にチャレンジし
ていく所が好きです。今年度から物流・運送における機械の導入
を積極的に取り入れている所が、時代の変化に対して挑戦してい
くのが伝わってきます。
年々、物流部門の規模が拡大していると感じており、私自身もよ
り一層、顧客満足度の向上を目指し、また従業員の方々に働きや
すい環境だと感じてもらえる様、職場環境の改善にも力を入れて
行きます。

毎年ネストで年末の
「年越しそばセット」の
加工業務をお受けさせて
頂いている繋がりで、
ちからさんの年越し
そばをネストでも受付
しております！にしんの棒焚が入ったAセット・味付けあげが１
２枚入ったBセットの２種類あります！ぜひ美味しい「ちからの
年越しそば」で一年を締めくくりましょう！
ご注文 ネストまでお気軽に♪♪


