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今回 社員紹介 、本社 トランスポート勤務 小土井 公司さんです!
長距離業務から帰社された瞬間を縫って、インタビューに答えてくれまし
た ありがとうございます

2019201920192019年度 新卒採用活動が年度 新卒採用活動が年度 新卒採用活動が年度 新卒採用活動が
本格始動しました本格始動しました本格始動しました本格始動しました

初心 気持ちで初心 気持ちで初心 気持ちで初心 気持ちで
頑張ってます頑張ってます頑張ってます頑張ってます
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小土井小土井小土井小土井 公司公司公司公司さんさんさんさん

求人活動求人活動求人活動求人活動

本社 村上さんが担当している2019年卒 新卒採用活動が、３
月から本格的に始まりました。ネストで 本社がある広島だけで
なく、北 仙台南 熊本まで、全営業所を対象に新卒 採用活動
をおこなっています。

営業所 取り組み営業所 取り組み営業所 取り組み営業所 取り組み

☆レストランよりお知らせ☆☆レストランよりお知らせ☆☆レストランよりお知らせ☆☆レストランよりお知らせ☆

今年度ラスト ネストを語る会 開催今年度ラスト ネストを語る会 開催今年度ラスト ネストを語る会 開催今年度ラスト ネストを語る会 開催 【【【【本社本社本社本社 ﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾄﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾄﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾄﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾄ】】】】
先月１７日に、広島本社 トランスポート（長距離）部門 ネストを語る会（通称：ネストコンパ）が開催されました。

ネストを語る会 、１つ テーマについてそれぞれ 意見や想いを出し合い、

私をみかけたら
ブースに寄ってね♡

学生 皆さんで物流業界につい
て知っている 興味がある とい
う方 なかなか少ない が現
状・・・。ですが、採用Webページも
充実させ、説明会でも楽しくわか
りやすく説明しています♪来年度
３０名 新入社員を迎えられるよ
う、全営業所一丸となって採用活
動取り組んでいきましょう

もうすぐお花見シーズン到来♪手軽で気楽にお花見を楽しんでいただけるよう、
お得なセットをご用意しました＊詳しくは下記までお問合せください(^^)

✓レジャーシート付き

✓食器・飲み物付き期間限定期間限定期間限定期間限定 お花見セット登場！お花見セット登場！お花見セット登場！お花見セット登場！

ワークショップ ご案内♪ワークショップ ご案内♪ワークショップ ご案内♪ワークショップ ご案内♪
レストラン「みんな 巣」で 、毎月ワーク

ショップを開催しています。大人も子どもも
親子で楽しんでいただけることをコンセプト
に、２月 デコパージュ石鹸作り 、３月
キラキラドーム作り を開催しました(＾＾)☆

次回 ４月２８日に 親子で作ろう ガーラン
ド作り を予定しています。ワークショップ 後
に 、お店自慢 プレートランチもお楽しみ

参加費参加費参加費参加費 ：親子ペア１組：親子ペア１組：親子ペア１組：親子ペア１組 1,5001,5001,5001,500円（税込）円（税込）円（税込）円（税込）
****お子様１名追加お子様１名追加お子様１名追加お子様１名追加 +500+500+500+500円円円円

締め切り締め切り締め切り締め切り ：：：： 2018201820182018年４月２４日年４月２４日年４月２４日年４月２４日((((火火火火))))
申し込み申し込み申し込み申し込み ：：：： Web/Web/Web/Web/電話電話電話電話////店頭にて店頭にて店頭にて店頭にて

頂けます で、ぜ
ひご参加ください♪

個人が成長する個人が成長する個人が成長する個人が成長することと、組織として強固になる組織として強固になる組織として強固になる組織として強固になることを目的として行っています。
今回 テーマ 「私 理想 ネストと ？」でした。トランスポート 皆さん 長
距離勤務で、普段なかなか顔を合わせることが難しいため、今回 時間 お互
い 想いを知ることができる良い時間になったようです（＾＾）

昨年 ５月からスタートした各営業所で ネストを語る会 ですが、今年度 こ
れで最後となりました。残念ながら予定が合わず開催できなかった営業所もあり
ましたが、来年度も引き続き開催されます♪次 お題 なんでしょうか・・？ 回
を追うに従い 全社員 気持ちが一つになっていくよう、普段から コミュニケー
ションも大切に、これからも仕事に取り組んでいきましょう

1年間全営業所を飛び回ってくださった社長、お疲れ様でした 来年度も全国で
熱いメッセージを送ってください 宜しくお願いします ＼(◎o◎)／

トランスポート 小土井です。ネストに入社してから１５年になり、昨年
９月からﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾄに配属となりました。４０代 新人 大型ドライバー

として、妻と子供 ために毎日頑張っています。

日々 業務 、広島から関西へ 荷物を大型トラックで輸送していま
す。一度業務に出ると３～４日 広島に帰ってこられない ですが、事
務所に戻ったときに事務 女性 皆さんが明るく「お帰りなさい お疲
れ様 」と言ってくれると、疲れも少し和らぎます で、これからも優しく
明るく迎えてください(笑)

ネスト 良いところ 、とにかく社員同士 仲が良いところだと思いま
す。積込などでも仲間同士助け合いができ、自分も頑張ろうと思えます。

いつも真心こめて一生懸命していますが、今後 抱負として 「まだ
行ったこと ないところへ行きたい」です。今 広島⇔関西を担当してい
る で、他 地域も経験して自分 スキルを上げ、なんでも任せられる
存在になれるよう頑張ります

４月 １日（日） 入社式 ～５日 新入社員研修

４月１０日（火） 春 交通安全キャンペーン

４月２０日（金） 所長会議

来月 予定来月 予定来月 予定来月 予定



今年 それでも7名 方々が入社してくれます。ありがた
いことです。感謝です。私たち どう生きる か？大事に
してほしいです 。新入社員たちも、後輩社員たちも。定
着率…これが今回 テーマです。

考え方を変える。意識を変える。働き方を変える。やり方を
変える。車もスマホも進化します。進化しない 人間な
かもしれません。
自動運転化したトラックを導入した に担当するドライ
バーが自動運転に設定しない。トラック洗車機を導入した
に相変わらず手で洗うドライバーがいる。倉庫内にキー
カート（自動搬送機）を導入した にリフトマン 活用しな
い。情報（IT）化を進めている に紙が無くならない。ファッ
クス受注が未だに無くならない。これら すべて人が変わ
らないから進化しません。考え方を変えないから旧態依然
と不便なやり方を未だに時間をかけて、間違いを犯すリス
クを抱えながら続けている。意識を変えてやり方を変えて
こそ「時間短縮」ができるしより良いサービスが提供できま
す。働き方改革 政府が提唱する前に私たち自身が取り
組まなければならない で ないだろうか 人間力 強
化と 考え方を変えることから始まり、仕事 効率を上げ
るために どんなやり方、どんな道具を使う か？しっか
り考えましょう。

第２回 ひろしま女子駅伝
１位を目指して激走

今月のトピック
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社長メッセージ

今月４日に開催された、「ＬＩＯＮスポーツス
ペシャル ＲＣＣひろしま女子駅伝競走大会」
に今年も女性社員５人組で結成されたチー
ム 『ネストガール』 が会社 宣伝活動とし
て出場しました。昨年 宮島にて行われまし
たが、日頃 運動不足がたたり思うような結
果となりませんでした。そ 苦い経験をバネ
に 今年 準備を重 、昨年 雪辱を果た
すべく挑みました

「季節の変わり目 体調・業務の変化に要注意！」
～ 安 全 衛 生 企 画 室 ～

君たち どう生きるか

時代 1937年・昭和12年 東京で人々 生活が大きく
変わろうとしているこ 時代に、日々自分 中 疑問と向
き合い、人として成長しようとした一人 中学生とそ 叔父
さんと 物語。少年 みんなから「コペル君」と呼ばれ普通
人生を送っている だが、毎日 出来事に心を動かさ
れ、迷い悩み、藻掻き苦しみ、そして、も 見方について
学び、真実 経験について学び、人間 結びつきについ
て学び、人間であるということ、偉大な人間と どんな人な
かを導かれ人間 悩みと、過ちと、偉大さとについて学
び、生きていく。そして大人になっていく。そんな物語です。
今から80年も前に吉野源三郎さんという方が出版され今も
なお多く 人に読みつがれている歴史的名著、小説です。
君たち どう生きるか？こ 本（漫画）を読んで是非みん
なで考えましょう。今だから・・・いや今でも・・・いや今から
もこ テーマ 永遠に続くも です。人として

私たち 仕事 魅力ある仕事だろうか

今年も7名 新入社員を迎えます。30名 採用枠で7名
しか採用できませんでした。ここ数年本当に苦戦していま
す。売り手市場な です。学生たち 魅力ある企業に、大
手企業に、公務員に ドンドン就職していきます。私たち
仕事 魅力ある仕事だろうか？私たち 私たち 会社に
誇りと愛情を持っているだろうか？これが答えで 無いだ
ろうか？ 平成３０年３月

代表取締役社長 迫慎二

ブルース君も応援に ありがと～☆ ５人で繋いで１０ｋｍ完走
結果 ・・・？

君たち どう生きるか
私たち どう生きる か

１人２ｋｍを５人で繋ぎ、誰もくじけることなく
完走できました 結果 残念ながら優勝で

ありませんでしたが、タイム ５２分５５秒
で、昨年よりもなんと８分も記録を縮めること
ができました 応援にかけつけてくれたブ
ルース君 効果もあり（子どもたちに大人気
で写真撮影をお願いされていました♡）、会社
をアピールする という目的も達成された
で ないでしょうか（＾＾）お疲れ様でした

4/2 覚前　浩 60 本社_馬木

4/2 時光　竜司 22 本社_馬木

4/6 亀尾　康紀 26 山口営業所

4/9 中西　弘行 44 本社_馬木

4/9 宗内　睦美 44 山口営業所

4/11 渡辺　健司 45 福山営業所

4/12 藤田　航太 25 福山営業所

4/13 三澤　春陽 40 夜光TC

4/18 佐竹　正次 43 岡山営業所

4/18 高田　茂 63 岡山営業所

4/19 玖島　一弘 54 本社_馬木

4/21 橋西　一雄 61 本社_馬木

4/24 小土井　公司 45 トランスポート

4/27 木谷　年一 24 夜光TC

4/30 ガライ久我ビクトル 48 山口営業所

採用からのお知らせ
去年の自分を越えられてよかったです！
会社、会場で応援して下さった皆さん
ありがとうございました！
これからもNesTを広めるために
活動していきま～す！！＼(^o^)／

入社前オリエンテーション開催
先月２８日に本社にて、来年度入社される方々 オリエンテーションを開催いたしました。
４月 入社前に社内規定や規則など会社で働くうえで必要な事項 説明を行うこと もちろ
んですが、先輩社員・同期同士でコミュニケーションを高め、不安を少しでも解消し、前向きに
社会人デビューしてもらうことを目的として毎年開催しています。学校 予定などもあり、予定
者全員 参加できませんでしたが、４名 方が出席されました。

オリエンテーションで 恒例 「私 流儀 プロフェッショナルと
」 動画をお互いに撮影し合ってもらいました
完成する動画 わずか５分 短いも ですが、一人一人 個性
が光る、楽しい作品になりました（＾＾）

社会人生活がスタートするまであと数日です 残り 生活を楽
しみながらも、気持ちと生活 準備を整えていきましょう
来月 社内報で 、新入社員一人一人 紹介を掲載予定です
で、お楽しみに～

＜本社＞尾川 孝行ﾏﾈｰｼﾞｬｰ
＜本社＞福岡 亮兵ﾏﾈｰｼﾞｬｰ

３月付で新規開設の浜松営業所へ
立ち上げのため異動となりました。

また、浜松営業所が所属する第３ｸﾞﾙｰﾌﾟ
に第４ｸﾞﾙｰﾌﾟも統合され、

第３ｸﾞﾙｰﾌﾟは【川崎・茨城・浜松・三河】
の４営業所となりました。

10ｔ 高橋　啓 （仙台営業所） 3.69㎞
8ｔ 田中　秀樹 (福岡営業所) 4.7㎞
4ｔ 老月　和也 (本社) 9.36㎞

2ｔ・3ｔ 高橋　優輝 (山口営業所) 9.04㎞
ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ 槌田　茂喜 (岡山営業所) 9.4㎞
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人生を送っている だが、毎日 出来事に心を動かさ
れ、迷い悩み、藻掻き苦しみ、そして、も 見方について
学び、真実 経験について学び、人間 結びつきについ
て学び、人間であるということ、偉大な人間と どんな人な
かを導かれ人間 悩みと、過ちと、偉大さとについて学
び、生きていく。そして大人になっていく。そんな物語です。
今から80年も前に吉野源三郎さんという方が出版され今も
なお多く 人に読みつがれている歴史的名著、小説です。
君たち どう生きるか？こ 本（漫画）を読んで是非みん
なで考えましょう。今だから・・・いや今でも・・・いや今から
もこ テーマ 永遠に続くも です。人として

私たち 仕事 魅力ある仕事だろうか

今年も7名 新入社員を迎えます。30名 採用枠で7名
しか採用できませんでした。ここ数年本当に苦戦していま
す。売り手市場な です。学生たち 魅力ある企業に、大
手企業に、公務員に ドンドン就職していきます。私たち
仕事 魅力ある仕事だろうか？私たち 私たち 会社に
誇りと愛情を持っているだろうか？これが答えで 無いだ
ろうか？ 平成３０年３月

代表取締役社長 迫慎二

ブルース君も応援に ありがと～☆ ５人で繋いで１０ｋｍ完走
結果 ・・・？

君たち どう生きるか
私たち どう生きる か

１人２ｋｍを５人で繋ぎ、誰もくじけることなく
完走できました 結果 残念ながら優勝で

ありませんでしたが、タイム ５２分５５秒
で、昨年よりもなんと８分も記録を縮めること
ができました 応援にかけつけてくれたブ
ルース君 効果もあり（子どもたちに大人気
で写真撮影をお願いされていました♡）、会社
をアピールする という目的も達成された
で ないでしょうか（＾＾）お疲れ様でした

4/2 覚前　浩 60 本社_馬木

4/2 時光　竜司 22 本社_馬木

4/6 亀尾　康紀 26 山口営業所

4/9 中西　弘行 44 本社_馬木

4/9 宗内　睦美 44 山口営業所

4/11 渡辺　健司 45 福山営業所

4/12 藤田　航太 25 福山営業所

4/13 三澤　春陽 40 夜光TC

4/18 佐竹　正次 43 岡山営業所

4/18 高田　茂 63 岡山営業所

4/19 玖島　一弘 54 本社_馬木

4/21 橋西　一雄 61 本社_馬木

4/24 小土井　公司 45 トランスポート

4/27 木谷　年一 24 夜光TC

4/30 ガライ久我ビクトル 48 山口営業所

採用からのお知らせ
去年の自分を越えられてよかったです！
会社、会場で応援して下さった皆さん
ありがとうございました！
これからもNesTを広めるために
活動していきま～す！！＼(^o^)／

入社前オリエンテーション開催
先月２８日に本社にて、来年度入社される方々 オリエンテーションを開催いたしました。
４月 入社前に社内規定や規則など会社で働くうえで必要な事項 説明を行うこと もちろ
んですが、先輩社員・同期同士でコミュニケーションを高め、不安を少しでも解消し、前向きに
社会人デビューしてもらうことを目的として毎年開催しています。学校 予定などもあり、予定
者全員 参加できませんでしたが、４名 方が出席されました。

オリエンテーションで 恒例 「私 流儀 プロフェッショナルと
」 動画をお互いに撮影し合ってもらいました
完成する動画 わずか５分 短いも ですが、一人一人 個性
が光る、楽しい作品になりました（＾＾）

社会人生活がスタートするまであと数日です 残り 生活を楽
しみながらも、気持ちと生活 準備を整えていきましょう
来月 社内報で 、新入社員一人一人 紹介を掲載予定です
で、お楽しみに～

＜本社＞尾川 孝行ﾏﾈｰｼﾞｬｰ
＜本社＞福岡 亮兵ﾏﾈｰｼﾞｬｰ

３月付で新規開設の浜松営業所へ
立ち上げのため異動となりました。

また、浜松営業所が所属する第３ｸﾞﾙｰﾌﾟ
に第４ｸﾞﾙｰﾌﾟも統合され、

第３ｸﾞﾙｰﾌﾟは【川崎・茨城・浜松・三河】
の４営業所となりました。

10ｔ 高橋　啓 （仙台営業所） 3.69㎞
8ｔ 田中　秀樹 (福岡営業所) 4.7㎞
4ｔ 老月　和也 (本社) 9.36㎞

2ｔ・3ｔ 高橋　優輝 (山口営業所) 9.04㎞
ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ 槌田　茂喜 (岡山営業所) 9.4㎞
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社員 ご紹介

今回 社員紹介 、本社 トランスポート勤務 小土井 公司さんです!
長距離業務から帰社された瞬間を縫って、インタビューに答えてくれまし
た ありがとうございます

2019年度 新卒採用活動が
本格始動しました

初心 気持ちで
頑張ってます

本社 ﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾄ

小土井 公司さん

求人活動

本社 村上さんが担当している2019年卒 新卒採用活動が、３
月から本格的に始まりました。ネストで 本社がある広島だけで
なく、北 仙台南 熊本まで、全営業所を対象に新卒 採用活動
をおこなっています。

営業所 取り組み

☆レストランよりお知らせ☆

今年度ラスト ネストを語る会 開催 【本社 ﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾄ】
先月１７日に、広島本社 トランスポート（長距離）部門 ネストを語る会（通称：ネストコンパ）が開催されました。

ネストを語る会 、１つ テーマについてそれぞれ 意見や想いを出し合い、

学生 皆さんで物流業界について
知っている 興味がある という方

なかなか少ない が現状・・・。で
すが、採用Webページも充実させ、
説明会でも楽しくわかりやすく説明
しています♪来年度３０名 新入社
員を迎えられるよう、全営業所一丸
となって採用活動取り組んでいきま
しょう

もうすぐお花見シーズン到来♪手軽で気楽にお花見を楽しんでいただけるよう、
お得なセットをご用意しました＊詳しくは下記までお問合せください(^^)

レジャーシート付きݱ

食器・飲み物付き期間限定ݱ お花見セット登場！

ワークショップ ご案内♪
レストラン「みんな 巣」で 、毎月ワーク

ショップを開催しています。大人も子どもも
親子で楽しんでいただけることをコンセプト
に、２月 デコパージュ石鹸作り 、３月
キラキラドーム作り を開催しました(＾＾)☆

次回 ４月２８日に 親子で作ろう ガーラン
ド作り を予定しています。ワークショップ 後
に 、お店自慢 プレートランチもお楽しみ

参加費 ：親子ペア１組 1,500円（税込）
*お子様１名追加 +500円

締め切り ： 2018年４月２４日(火)
申し込み ： Web/電話/店頭にて

頂けます で、ぜ
ひご参加ください♪

個人が成長することと、組織として強固になることを目的として行っています。
今回 テーマ 「私 理想 ネストと ？」でした。トランスポート 皆さん 長
距離勤務で、普段なかなか顔を合わせることが難しいため、今回 時間 お互
い 想いを知ることができる良い時間になったようです（＾＾）

昨年 ５月からスタートした各営業所で ネストを語る会 ですが、今年度 こ
れで最後となりました。残念ながら予定が合わず開催できなかった営業所もあり
ましたが、来年度も引き続き開催されます♪次 お題 なんでしょうか・・？ 回
を追うに従い 全社員 気持ちが一つになっていくよう、普段から コミュニケー
ションも大切に、これからも仕事に取り組んでいきましょう

1年間全営業所を飛び回ってくださった社長、お疲れ様でした 来年度も全国で
熱いメッセージを送ってください 宜しくお願いします ＼(◎o◎)／

トランスポート 小土井です。ネストに入社してから１５年になり、昨年
９月からﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾄに配属となりました。４０代 新人 大型ドライバー

として、妻と子供 ために毎日頑張っています。

日々 業務 、広島から関西へ 荷物を大型トラックで輸送していま
す。一度業務に出ると３～４日 広島に帰ってこられない ですが、事
務所に戻ったときに事務 女性 皆さんが明るく「お帰りなさい お疲
れ様 」と言ってくれると、疲れも少し和らぎます で、これからも優しく
明るく迎えてください(笑)

ネスト 良いところ 、とにかく社員同士 仲が良いところだと思いま
す。積込などでも仲間同士助け合いができ、自分も頑張ろうと思えます。

いつも真心こめて一生懸命していますが、今後 抱負として 「まだ
行ったこと ないところへ行きたい」です。今 広島⇔関西を担当してい
る で、他 地域も経験して自分 スキルを上げ、なんでも任せられる
存在になれるよう頑張ります

４月 １日（日） 入社式 〜５日 入社員研修

４月１０日（火） 春の交通安全キャンペーン
４月２０日（金） 所⻑会議

来月 予定


