後輩：島田
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万莉子のレビュー

駒田印刷に入社して1年が経ち、営業として会社に貢献できるよう邁進す

2021

る日々ですが、
「それは知っていて当然だよ！
？」
「もう２年目なんだから…！」
と

先輩 から後輩 へ、

言われることも、悲しいことにしばしばあります。その内容は「ビジネスパー

本のレコメンデーション !!

この情報紙は駒田印刷とお取引
頂いたお客様や、名刺交換をさせ
て頂いた方に、季刊で役立つ？楽
しい？情報をお届けしています。
どうぞ皆さんでご回覧ください。
また、毎 号 同 梱して いる人 気 の
オマケグッズも、ぜひデスク周り
やご家 庭 で お 使 いください ネ！

ソンなら当たり前にこなせる暗黙の了解」
であることが多いです。
「この機会
に是非読んでほしい」
と先輩の山下さんからこの本を勧められました。

先輩が後輩に読ませたい１冊を選び、

「恥を捨て、
わからなければ聞く」
「周りの人の良い所だけを盗む」
「メモ魔

それぞれ感想を寄せてもらいました。

になる」
これらは本の中の1項目ですが、お恥ずかしいことに私にはなかな

先輩：山下

69

かできないこと、そして山下さんが現在も忠実に実行していることでした。

嘉久のレビュー

文中で特に心惹かれたのは『ギブ・アンド・ギブ・アンド・ギブ』
というフレー
ズで、
この後には
『親の愛情のように、徹底的に人の相談に乗り手助けしてあ

これは、私自身が20代の時に、当時の先輩に勧められて読んだ本

げること』
と続きます。その姿勢はまさに駒田印刷が目指している所のよう

です。タイトルの通り
「あたりまえ」のことが書かれています。私も若

に感じました。親ではなくビジネスパートナーとしてですが…。私もお客様に

い時は興味と行動力で突き進み、仕事を進める中でこの「あたりま

良いご提案や情報をギブしてギブしてギブしていけるように頑張ります。

え」のことがわからず「何故これをやって失敗したんだろう」
「何故怒ら

本の構成は見開き1ページで1項目が完結しているタイプで、合計101項

れてしまったんだろう」
ということが多々ありました。そんな疑問の基

目あります。スキマ時間に1項目だけ読んだり、計画立てて読んだりしやす

本的な答えが書かれています。

いと思います。ただ2005年に出版された本のため、たまに時代を感じる言

Tel:（052）331-8881（代） Fax:（052）332-3178 https://www.kp-c.co.jp

い回しが出てくることがあります。
（『着うた』
など）

後輩の島田さんを見ているとそんな当時の自分を思い出し、あの
時の先輩と同じようにこの本を勧めてみました。少し古い本ですがい

総括して、
この本は入社2年目や新入社員などの若者が、
この先長い社会

つの時代にもあてはまる普遍的な内容が書かれているので、あらた

人生活を送っていく上での基礎となる部分を丁寧に解説してくれています。

めて今の自分自身が読み返してみても気付きや発見がありました。

社会人としての土台を今のうちに固め、良い知らせを駒田印刷に呼び込め

島田さんの行動力にこの「あたりまえが」加われば、
すごく活躍出来る

るよう頑張ります。

と思います。
私自身がよく思うのですが、人間何かしら少しくらいは好きなこと

今回の書籍

や得意なこと、優れているところがあると思います。その小さな武器

『あたりまえだけどなかなか

とこの「あたりまえ」の地道な行動と継続があれば、大概のことは成功

できない・仕事のルール』

すると思います。
この「〇〇のルール」
シリーズはそんな普通のことが

著者：浜口 直太

出版：明日香出版社

書かれています。他にも「営業のルール」や「プレゼンのルール」など

価格：￥1,045（税込）

多種多様にありお勧めです。色々経験し、齢を重ねてから見ると、
目次
だけ見ても大概の内容が想像つきます。是非ご一読を！
マーケティンググループ

山下

嘉久

マーケティンググループ

島田

〜編集後記〜
▲表紙では
「ストレス解消法」
について取り上
L e s s o n＃6

魅 力 的 な 紙 面をつくるコツ は「ジャンプ 率 」

ジャンプ率とは、紙面上の画像や文字の大きい部分と小さい部分の比率のことを言います。特に文
字同士の比率は、読み手の受ける印象が大きく変わってくるのでここで紹介します。
Point1

訴求力を求めるなら高めに設定

情報がすぐに入ってくる視覚性に優れた紙
面になります。ポスターやPOPにオススメ。
Point2

読ませたい紙面は低めに設定

読み手に「静か」
「 信頼」
「 高級感」などの印

サイコウの
お家時間の
過ごし方。
最上の一杯からはじまる
最高の一日。

いカタログやメニューなどにオススメ。
Point3

▲文字のジャンプ率の高い紙面

整すればさらに区別がつきやすく視認性が
高まります。

ウェルビー栄《 名 古 屋 》

モフモフに顔を埋めて…
ああ、
すべてを忘れる
（小出 佳世子）
至福の瞬間。

人気の衣浦港、国営木曽三川公園内のフラ
ワーパーク江南（愛知）、養老の滝（岐阜）、伊
勢神宮（三重）、江ノ島に続く鵠沼海岸エリア

多度山《三重県・岐阜県》標高403m

（神奈川）、御岳山を眺めながら温泉と蕎麦を

▲観光地以外には
「ミニシアター系の映画館

全国のサウナーに有名。
あなたもサウナで 整い体験
（宮丸 貴臣）
してみませんか？

猫を吸う！

めスポットをこちらでもご紹介します。釣りで

着いて映画が楽しめる」
と、
コロナ禍にはうれ
サイコウのお家時間の過ごし方。
最上の一杯からはじまる最高の一日
ジャンプ率を伝えるためのダミーPOPです。ジャンプ率を伝えるた
めのダミーPOPです。ジャンプ率を伝えるためのダミーPOPです。
ジャンプ率を伝えるためのダミーPOPです。ジャンプ率を伝えるた
めのダミーPOPです。
ジャンプ率を伝えるためのダミーPOPです。

しい穴場情報が。一方「ショッピングでストレ
ス発散！」
と話題の「コストコ」を挙げたスタッ
フも複数いました。
このサラダ劇団がお手元

音 読（ 朗 読 ）
！
いろいろな文章を音読。音声と
して発してみると面白い響きや
（大野 知子）
リズムが発見できます。

ハイキングコースは体力に応じて複数
あり、野生の猿が現れることも。
山上からは木曽三川や名古屋の
（高橋 博秋）
高層ビル群も一望できます。

区にオープン予定ですが、大混雑でかえって

サンプルをチェック

ストレスにならないことだけを祈りたいもの

▲文字のジャンプ率が低い紙面

ダメ人 間になる！
夕飯は出前、
コンビニスイーツ、お菓子に
ジュースに漫画に夜更かし… とにかく
「好き
（白川 友華）
なものを好きなだけ」
でダラダラ。

岡村公園〜久良岐公園
《横 浜 市・磯 子 区 》

自然がいっぱいですよ。
（桜井 みち子）

に届く時期には名古屋市内初の店舗が守山

ジャンプ率の高い紙面と低い紙面の

です。

【駒田グループ】駒田印刷株式会社／アドシンク株式会社／株式会社伊勢出版（津市）／株式会社エイコープリント（横浜市）
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黒板に
〝羽衣チョーク〟
を使って板書し
たり、大学入学共通テストの問題を研
（平井 智朗）
究するのがすごく楽しいです。

いうことで、表紙で掲載しきれなかったおすす

楽しめる開田高原の宿（長野）、富士山周辺の

Beat it

皿を割ったり物を壊したりで発散で
きるお店。行ってみたい！（島田 万莉子）

勉 強する！

フアンケートの回答もかつてない情報量に！と

キャンプ地（静岡・山梨）などへのお出かけは

ブレイクルーム

B e a t i t《 名 古 屋 》

はマナーを守れるファンしかいないので落ち

+1でさらにディティールアップ

部分ごとに書体や文字の太さ、色などを調

げましたが、長引くコロナ禍の影響か、スタッ

いかがでしょうか？

象を与えるので、時間をかけて読んでほし

ブレイクルーム《 東 京 》

万莉子

サラダ劇団 Garlic Girl コルクコースター
カップから出る水滴を吸い取り、デスクを傷つけない、
オリジナルのコルクコースター！
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中部精機株式会社 様
■創業／1951年
■本社所在地／愛知県春日井市気噴町
■従業員数／379名（2021年4月現在）
■http://www.chubuseiki.co.jp/

若 手とのコミュニケーションに悩むミドル・シニアのための「 知ってお
きたい傾 向と対 策 」。今 回は弊 社のスタッフからの素 朴な疑 問を取
り上げました。みなさんの職場ではいかがですか？

電気のある安全・便利な生活を支えて70年

このコーナーでは弊社とお付き合いのあ

中部精機株式会社の誕生は1951年。中部電力株式会社の関連会社として電気メーターの修理や

るお客様の事業や魅力をお伝えします。
今
回ご登場いただくのは、中部電力グルー

保管業務を開始し、今年で創業70周年を迎えます。現在、同社の代表製品となっているのは
「スマート

プの中部精機株式会社さん。
どの家庭に

メーター」。
かつては検針員が一戸一戸の電気使用量をチェックしていた
「機械式メーター」
とは異な

も付いている
「スマートメーター」
をはじ

り、内蔵された通信機能によって電力会社が直接使用データを取得することができる進化型のメー

めとした計測機器を提供する企業です。

ターです。検針作業が不要となるばかりか、電力のコントロールの手助けや遠隔でのオン・オフも可能
になるため、効率の良いエネルギー供給を実現する上でも欠かせない機器と言えます。
また、
こうした

「部長」
「 課長」
といったように、上司を役職名で呼ぶと答えた人は意外に少ないという

計器は日本電気計器検定所の検査を通すことが義務付けられていますが、同社はその品質と高い信

結果が出ました。役職名で呼ぶ理由としては
「長年の習慣だから」
「 周りがそうしている

頼性が評価され、
日本初の電力量計指定製造事業者として自主検査が認められています。その他、作

から」という回 答 が 多く、そう答えた 9 割 が 4 0 代 以 上というのもうなずけます 。
一 方 、圧 倒 的 多 数 派の「さん」付け
では、
「 役 職を間 違えてしまいそうだ

❶

❷

❸

❹

業時に電気が流れているかどうかをチェックする
「検電器」、エレベーターの安全のかなめである
「地
震感知器」なども同社の主力商品。
まさに電気のある安心な暮らしを陰で支えている企業、それが中
部精機さんなのです。
さらに同社では、スマートメーターのネットワークを活用し、
テナントビルやマンションなど取引用

から」という声 に 加え「 役 職 名だと
他人行儀」
という声が 多く寄せられ
ました。礼 儀を重んじながら親しみ
やすさも感じられる点で多くの人に

計器の検針データの提供（スマート子メーター事業）
や電気や水道、
ガスの共同検針、
さらにはEV充

職種や環

境によって
違いもある
ので
あくまで参
考に！

電器の設置工事など、新たな次代に即した新規事業にも取り組んでいるそうです。

❶スマートメーター ❷検電器 ❸地震感知機 ❹EV充電器設置

電気を取り巻く目覚ましい進化の中、70周年という大きな節目を迎えた中部精機さんの今後には
ますます注目が集まることでしょう。

支 持されているようです。

News 1
デジタルBOOK
『メクリブ』
サービス開始。
多数派となった「さん」付けについては「年上の上司が年下の自分を
『さん』付けで呼
ぶのはどうも居心地悪い」
と本音を漏らす人もいましたが、全世代を通して「誰にとっ
ても不快感がなく、
それが普通」
「 上下関係なく一緒に働く仲間と認められているの
でよい」
と肯定的な回答でした。
また、3割近くの人が上司から呼び捨てにされていま
すが、
「 親しさの表現だと思う」
「 上司がそういうキャラだから」
「 学校でもそうだったか
ら」
と、意外にも本人はあまり気にしていないという声が多く見受けられました。
女 性からは「 下の名 前で呼ぶのはやめてほ
って
呼 び方
を築く
関係性
の
で
社内
ね
よ
マナー

しい」
「『ちゃん』付けは嫌！」
という指摘があり
ました。ちなみに、愛 称で呼ばれている人で
は「年を重ねるにつれ、若い頃から続いてい
る呼び方が自分の中でしっくり来なくなった」
というケースも。
トータルで考えると、
「さん」
で
呼び合うことで一番丸く収まりそうですね。

「せっかくつくったパンフレットやカタログをオンラインでも配布したい」、

先日、育児休暇でお休みしていた長瀬さんが復帰されました。古いお付

そんなご相談がコロナ禍で以前にも増して多く届くようになりました。

き合いのお客様にはお電話口でお馴染みかもしれない、あの旧姓・平子さ

Webサイトに情報を載せ替えるのはとても大変。
でもPDFにして配布する

んです。長瀬さんは第一子・第二子と続けて産休・育休を取っていたため、

のも簡単・安価だけどちょっと物足りない…。そんなニーズにマッチするの

戻って来たら知らない若い社員がたくさんいた！
！という感じでしょうか（？）

がこのデジタルBOOK『メクリブ』
です。

現在は製作の業務を担当しています。
しばらくはお子さんの送迎の時間に

【メクリブ】の特徴

※一部紹介

● HTML5のデータなのでPCだけでなくスマ
ホやタブレット端末にも対応しています。

● 動画や音声、画像スライドショーなどを埋
め込むことができます。

● ホームページへのリンクを設置でき通販
サイトなどとの連携も可能です。

● ログ解析機能があり、
どのページが最も閲

覧されているのかなど、効果を測定すること
ができます。

※詳しくは弊社担当営業までお問い合わせください。
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News 2
ワーキングママ＆イクメンパパ、
頑張ってます！

合わせて時短勤務中です。他にも現在産休中の女性社員がいますが、早く
元気な顔で戻って来てほしいですね！
先月には育児・介護休業法の改正法
案が衆院本会議で成立しました。男性
育休の制度が大きく変わります。駒田印
刷では育児のために時差出勤している
男性社員が数名いますが、今後は育児
だけでなく介護休暇など、多様な働き
方が求められ、応援される社会になって
いきます。社員みんなで一緒に効率的
な働き方を追求し、働きやすい職場を
つくって参ります。
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