磨

仙台営業所

愛媛営業所

なで技術やノウハウに磨きをかける一

り、
これから先もいろんな困難や試練が待ち受けています。

NEW営業所として切磋琢磨し、
みん

愛媛営業所は開設当時より車両人員ともに増えてきてお

年にしていきます

学

楽

仙台港物流センター

団

福岡営業所

一致団結して頑張る！

喜

飛躍の年、何事も実践・行動・向上していく

誇

初

一同の身も心も潤ったと
言える一年にしていきます

福山営業所

札幌営業所

信

お客様に必要とされる

輪

全

松江営業所

何事にも初挑戦する！

営業所を作っていく。

人を集める、仕事を集める、注
目を集める営業所にしていきま
す！

大阪営業所

安全第一で行動する！

浜松営業所

営業所のスタッフが病気や怪我
無く1年過ごせるように

善

三河営業所

営業所全員で全力で取り組み、

の精神で一致団結した営業所にします！

みんなで助け合いより良い

真実、誠実。
まこととする。信ずる。

集

れるのか営業所みんなで

昨年よりもメンバー全員の絆を高め、
ワンチーム

健

岡山営業所

熊本営業所

お客様にどうしたら喜ば

山口営業所

個々は誇りを持って行
動する1年にする。

広島東・南営業所

日々のお礼と感謝を大切にし

考え実行する

西風新都営業所

2022年
新年の抱負

て！

礼

博多物流センター

潤

助

換する！楽オーラで周りを巻き込みたいという想いも込め

倉庫経験未経験者の集まりの為、
日々
学ぶ一年にします

動

しかし、
それすらも楽しみたい！自らそういった経験値に変

茨城営業所

結

真

川崎営業所・川崎物流センター
何事にも真摯に！真剣に取り組む！

川崎夜光物流センター

新しい事に向けて従業員(通関事業含め)

の一致団結をして取り組み結果を出す。

人として正しい判断を
心掛けたいと思います。
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今月のトピック

2022年執行役員方針
尾上香執行役員
担当：人事執行役員
ボトムアップしやすい環境を目指し

新名一行執行役員
担当：営業推進・広報
ネストの名前を全国に届ける！

ます
福岡亮兵執行役員
担当：四国エリア開拓・第四Gマネジメント
今年こそは四国を網羅し、
マネジメン

村上友美執行役員
担当：総務・採用
働きやすい職場環境づくり！

ト能力を飛躍させる！！
勝原敏博執行役員
担当：財務・資産

上村耕一執行役員
担当：車両設備管理･購買

全営業所黒字！

時間を支配する

経常利益1億円達成！！
篠原則夫執行役員
担当：西風新都開発
気力で頑張る！！

藤谷豊昭執行役員
担当：購買・施設管理部
何事にも興味を持ち意味を考え挑戦
すること

大東嗣典執行役員
担当：情報システム

川村和夫執行役員
担当：商品開発

システム力で業務効率化に繋げてい

空き家管理システム、空良君の全国

きます！

展開

尾川孝行執行役員
担当：営業所開設推進・北海道地区計画

岸本裕之執行役員
担当：品質コンプライアンス

現在進めている釧路方面の仕事をさ

【事故対策から事故予防にシフトす

らに進めていき来年度には報告でき

る】です。起きた事に対策を打つので

る形にもっていく事

はなく、予め起きないように行動して
いく事を進めたい為

今月のトピック2

安全祈願
新年明けましておめでとうございます！
本社では仕事始めの1/5に多家神社へ一年の安全と繫栄の祈願に行って
参りました。
2022年もコロナに負けず初心と基本を忘れずに精進していきますので、皆
様宜しくお願い致します！

TOP MESSAGE

人生100年時代に備えて
令和4年1月

代表取締役会長

新年あけましておめでとうございます。今年もどうぞ宜

迫

慎二

化」は社会に一大革命をもたらすでしょう。働き方や教育

しくお願い申し上げます。

のあり方、結婚や出産のタイミング、女性の社会的地位も

令和四年、西暦2022年である今年の干支は壬の寅年（み

大きく変わり、余暇の過ごし方やキャリアの道筋など人生

ずのえのとら）です。私にとってはあまりよい年回りでは

の選択が大きく変わり、もはや過去のモデルや先人達の生

ないようですが、松岡社長には「飛躍運」の年回りで大吉

き方は参考にならない。現在まで人生は大きく3ステージ

運勢に突入です。今年は松岡社長を中心に飛躍の一年にし

に分かれていたが、今までよりも20年以上長く働く事が

ましょう。

できるようになると、もはや３ステージではなくなる。勉

さて、「人生100年時代に備えて」と題した理由です

強や就職して働く年齢、時期、引退すると言う常識も全て

が、国連の推計によると2050年までに日本の100歳以上

変わる。幾つものキャリアを身につけることが可能、女性

の人口は100万人を突破する見込みだそうです。2007年

が経済活動を担い男性が家庭と育児を守る、60歳から新

に生まれた子供の半分は107歳以上生きるとも予想されて

しい資格を習得して新しいキャリアを選択する事も可能に

います。今現在50歳未満の日本人は100歳以上生きる時

なる。全ての常識が覆るのです。私達はこの時代に則った

代、つまり100年ライフを過ごす方が多いそうです。それ

考え方を持って自分の人生を考え、ネストロジスティクス

により長寿化の負の側面ばかりが話題になりますが、恩恵

の経営理念を考え直さなければなりません。不易流行では

もたくさんあるわけで、どうすれば個人や家族、企業や社

あるものの75歳や80歳定年制や60歳代の新規採用などマ

会全体で得られる恩恵を大きくするか。と言うことを考え

ルチな考え方を持つことが必要です。

なければならない時代に突入したと言うことです。AIやロ

そう言うことを踏まえて今年を｢人生100年時代に備える

ボット化による急なイノベーションの時代に加えて「長寿

一年｣としていきましょう。私は100歳を目指します。

新年のご挨拶
令和4年1月

取締役社長

松岡

賢一郎

新年あけましておめでとうございます。

世の中の役に立つことを生み出し、それらを通して社会的

皆さまにおかれましては、本年が素晴らしい一年となりま

な課題を解決し、価値を創造していくことが求められてい

すことを心よりお祈り申し上げます。

ます。その活動が、価値として認められ、結果として、会

皆さんが実感している通り、世界的な新型コロナウイルス

社の利益と持続的な成長につながるものと考えています。

の感染拡大を受け、世の中の常識やニーズは大きく変わ

全社員が改めてこの原点に立ち返り、担当する業務・営業

り、当社を取り巻くビジネス環境の変化のスピードは加速

所・事業がどのような価値に繋がっているのかを見つめ直

しています。また、これまで通りの仕事をただ継続し、積

して頂きたいと思います。

み上げるだけでは、ビジョンとして掲げる20年後1,000億

今や長寿化の時代、医療も発展し健康面も改善技術の革新

企業の達成は難しく、その意味でも変革し続けることがで

により働ける時間、仕事の幅、資格、キャリア、仕事やプ

きる組織が求められています。今日より明日をつくり出す

ライベートなどあらゆる場面において、より一層活躍でき

ため創造を繰り返しすることです。社員一人一人において

選択できる時代に突入です。平均寿命が延びた結果、生涯

も、日々同じことを繰り返し行っているだけで、自分の

年収の金額はこれからどんどん膨らんでいきます。将来の

やっている仕事が見合ったものかを考えない社員に存在意

備えはどのくらい必要か考えるときです。ピンチをチャン

義はありません。変化しないことに危機感を感じ、果敢に

スに変える年であり、生き方を考える年。今年の掲げる年

チャレンジして行きましょう。

度方針は初心と基本。人生１００年時代にそなえる年にし
よう。

お年玉企画当選者発表
お年玉企画“2021年できなかったこと。2022年にやりたいこと”に参加して下さいました皆様ありがとうござい

当選者
発表

ました‼たくさんのご応募の中より当選されました20名の方を発表します！以下、
当選されました20名の方々おめ
でとうございます‼当選された皆さんにネストオリジナルクオカード2,000円分をプレゼントさせて頂きます。
※商品の到着は2月上旬予定です。楽しみにお待ちください！！

料理ができるようになりたい。現状はカレーを焦がしてしまう程の料理音痴。昨年は挑戦できなかったけど今年こそ家族に
手料理を振る舞い驚かせたい。 茨城営業所/清水幸太さん
家族旅行！3歳になる娘がいるのですが、コロナの影響で旅行に行けてません。娘の笑顔が見たいです。
川崎夜行物流センター/玉寄裕哉さん
2021年は年間を通して無事故無違反できなかったので2022年は無事故無違反！仕事のレベルアップ！
茨城営業所/小泉勇太さん
2021年に出来なかった事はダイエット、2022年にやりたい事はネスト全体での花見！笑 岡山営業所/織田典彦さん
2021年出来なかった事は、PCの購入。2022年やりたい事、PC購入&操作取得 大阪営業所 スワップ/西口健市さん
シフトの管理、事務所の仕事、倉庫業務を円滑に進めていきたい！ 岡山営業所/木口屋信二さん
ママのお手伝いがあまりできなかったから来年は食器洗いします。 茨城営業所/木村莉衣菜さん（5歳）
野球の練習があまり出来なかった。来年はセカンドで試合に出る。 福山営業所/境竜海さん
昨年はバドミントン大会でベスト16、今年はベスト8に入るぞ！ 熊本営業所/関原菫さん（中1）
昨年は神社巡りが出来なかったので、今年は神社巡り御朱印集めをしたいです！ 熊本営業所/関原光さん（高1）
キーボードの練習をして1曲2曲 弾けるようになる！ 本部 人事部/尾上香さん
今年は貯金にトラ(虎)イしタイガー(虎)♡ 川崎物流センター/沖石志織さん
スイミング頑張りたい 愛媛営業所/福岡丈喜さん

4トントラックを乗ること 札幌営業所/川越啓矢さん

空手で優勝したい！ 愛媛営業所/福岡晄生さん

ドライバーランキングで一位を獲る 茨城営業所/菅谷尚宏さん

定期テストと検定を頑張る 本部/福本日向さん

来年こそヒカキンに会うぞ 茨城営業所/木村郁斗さん（７歳）

簿記実務検定1級を取得すること 本部/福本悠介さん

元気な赤ちゃんを産みたいです！ 愛媛営業所/福岡祝福子さん

誕生日・行事
2/4

熊本営業所

木場光一さん 41歳

2/16 福山営業所

住吉栄吉さん

53歳

2/21 浜松営業所

増田和久さん

2/5

岡山営業所

田邉友紀さん 31歳

2/17 川崎夜光物流ｾﾝﾀｰ 沖山裕美さん

47歳

2/23 西風新都営業所

埜村大樹さん

山口営業所

秋枝宏昭さん 33歳

2/18 仙台営業所

53歳

2/26 浜松営業所

渥美晃さん

2/12 札幌営業所

渡辺敬太さん 35歳

2/19 岡山営業所

2/14 広島東営業所

辻貴之さん

2/19 岡山営業所

古沢和信さん 44歳

2/17 福岡営業所

後藤政二さん 33歳

2/18 本

部

藤谷豊昭さん

渡邉空良さん 27歳

2/18 大阪営業所

折居直志さん

2/13 川崎夜光物流ｾﾝﾀｰ 小林敬道さん 38歳

2/19 川崎営業所

青木洸平さん

2/14 川﨑夜光物流ｾﾝﾀｰ 新保明男さん 57歳

2/20 広島南営業所

2/4

福岡営業所

2/7

広島東営業所

2/7

本

2/7

部

2/15 山口営業所

岡尚利さん

27歳
63歳

2/20 札幌営業所

濱﨑幸雄さん

丹野彰久さん

52歳

53歳

39歳

板野照さん

64歳

清水良樹さん

32歳

前橋俊也さん

松田昌幸さん

26歳
54歳
55歳

2/21 大阪営業所
2/24 茨城営業所
2/27 福山営業所
2/27 仙台営業所
2/27 本

部

2/29 本

部

2/28 福岡営業所
2/29 川崎営業所

山﨑浩一さん

42歳
59歳

32歳

綿引雅俊さん

44歳

箱崎翔哉さん

27歳

向井勇也さん
小松誠さん

寺山佳孝さん
上村耕一さん
湊大樹さん

31歳
28歳
57歳
51歳
54歳
30歳

〈2月の行事〉
2/18 所長会議
2/19

2月の安全スローガン

新しい仲間たち
〈1月入社

新社員の紹介〉

仙台港物流センター
福山営業所

鈴木昭信さん

柿原左京さん

仲間達

よろしくお願い致します！

株式会社 ネストロジスティクス

〒732-0031 広島県広島市東区馬木7-1984
TEL (082)883-0700

夢志の巣第5回目

FAX(082)883-0701

冬走行に潜む危険を回避
するための安全走行

・オフィシャルHP : https://nest-logi.co.jp/

・ネストグループ求人HP : https://recruit.nest-logi.co.jp/
・ご意見ご感想はこちらまで >> proﬃce@nest-logi.co.jp

検索

ネスト 広島

