
★★★★ オフィスですぐに使える小ネタの紹介をしていきたいと思います！オフィスですぐに使える小ネタの紹介をしていきたいと思います！オフィスですぐに使える小ネタの紹介をしていきたいと思います！オフィスですぐに使える小ネタの紹介をしていきたいと思います！ ★★★★これからの時期、本当に気をつけなければいけないのが、これからの時期、本当に気をつけなければいけないのが、これからの時期、本当に気をつけなければいけないのが、これからの時期、本当に気をつけなければいけないのが、
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こんにちは。こんにちは。こんにちは。こんにちは。 フタバビジネスの北見大樹です。フタバビジネスの北見大樹です。フタバビジネスの北見大樹です。フタバビジネスの北見大樹です。

いよいよ肌寒さを感じる日がだんだんと多くなってきましたね。こうないよいよ肌寒さを感じる日がだんだんと多くなってきましたね。こうないよいよ肌寒さを感じる日がだんだんと多くなってきましたね。こうないよいよ肌寒さを感じる日がだんだんと多くなってきましたね。こうな

ると、今年は、食欲にするかると、今年は、食欲にするかると、今年は、食欲にするかると、今年は、食欲にするか… 読書にするか読書にするか読書にするか読書にするか… 体を動かそうか体を動かそうか体を動かそうか体を動かそうか…と、と、と、と、

一般的に言われている○○の秋を意識しだします。一般的に言われている○○の秋を意識しだします。一般的に言われている○○の秋を意識しだします。一般的に言われている○○の秋を意識しだします。

今年はサンマがまた脂がのっておいしいとの事ですし、鮭、栗、柿、今年はサンマがまた脂がのっておいしいとの事ですし、鮭、栗、柿、今年はサンマがまた脂がのっておいしいとの事ですし、鮭、栗、柿、今年はサンマがまた脂がのっておいしいとの事ですし、鮭、栗、柿、

キノコ類とおいしい物がたくさん出てきますね。キノコ類とおいしい物がたくさん出てきますね。キノコ類とおいしい物がたくさん出てきますね。キノコ類とおいしい物がたくさん出てきますね。

私は魚が好きなので、サンマも鮭も食べたいと思います。でも、スー私は魚が好きなので、サンマも鮭も食べたいと思います。でも、スー私は魚が好きなので、サンマも鮭も食べたいと思います。でも、スー私は魚が好きなので、サンマも鮭も食べたいと思います。でも、スー

パーに売ってるものって、旬のものも売っているとは思うのですが、パーに売ってるものって、旬のものも売っているとは思うのですが、パーに売ってるものって、旬のものも売っているとは思うのですが、パーに売ってるものって、旬のものも売っているとは思うのですが、

食材を見極める目を持たないのと、良い食材を調理する技術の無い食材を見極める目を持たないのと、良い食材を調理する技術の無い食材を見極める目を持たないのと、良い食材を調理する技術の無い食材を見極める目を持たないのと、良い食材を調理する技術の無い

私にとっては、旬の食材を買ったとしても、豚に真珠・猫に小判・北私にとっては、旬の食材を買ったとしても、豚に真珠・猫に小判・北私にとっては、旬の食材を買ったとしても、豚に真珠・猫に小判・北私にとっては、旬の食材を買ったとしても、豚に真珠・猫に小判・北

見に旬の食材なわけでして見に旬の食材なわけでして見に旬の食材なわけでして見に旬の食材なわけでして…ただ、私は、おいしいものを食べることただ、私は、おいしいものを食べることただ、私は、おいしいものを食べることただ、私は、おいしいものを食べること

が出来ればいいんです！が出来ればいいんです！が出来ればいいんです！が出来ればいいんです！

って今年も食欲の秋を自分の力では十分堪能出来なそうですって今年も食欲の秋を自分の力では十分堪能出来なそうですって今年も食欲の秋を自分の力では十分堪能出来なそうですって今年も食欲の秋を自分の力では十分堪能出来なそうです…

読書の秋については、そうですね読書の秋については、そうですね読書の秋については、そうですね読書の秋については、そうですね…（汗）（汗）（汗）（汗）

最近は、昔の有名な本を、漫画にして売っていたり、表紙を現代の最近は、昔の有名な本を、漫画にして売っていたり、表紙を現代の最近は、昔の有名な本を、漫画にして売っていたり、表紙を現代の最近は、昔の有名な本を、漫画にして売っていたり、表紙を現代の

人気漫画家の方が書いた絵にして手に取りやすくしたものがあった人気漫画家の方が書いた絵にして手に取りやすくしたものがあった人気漫画家の方が書いた絵にして手に取りやすくしたものがあった人気漫画家の方が書いた絵にして手に取りやすくしたものがあった

り、本屋さんをうろうろしてても飽きないので、なにか文学的なものをり、本屋さんをうろうろしてても飽きないので、なにか文学的なものをり、本屋さんをうろうろしてても飽きないので、なにか文学的なものをり、本屋さんをうろうろしてても飽きないので、なにか文学的なものを

読んでみましょうか読んでみましょうか読んでみましょうか読んでみましょうか…何か眠くならないお勧めの本とか無いでしょう何か眠くならないお勧めの本とか無いでしょう何か眠くならないお勧めの本とか無いでしょう何か眠くならないお勧めの本とか無いでしょう

か？か？か？か？

ちなみに今読んでいるのは、ちなみに今読んでいるのは、ちなみに今読んでいるのは、ちなみに今読んでいるのは、『『『『ついて行ったら、こうなったついて行ったら、こうなったついて行ったら、こうなったついて行ったら、こうなった』』』』というというというという

キャッチセールスの潜入ルポです。自分ではなかなか体験出来ないキャッチセールスの潜入ルポです。自分ではなかなか体験出来ないキャッチセールスの潜入ルポです。自分ではなかなか体験出来ないキャッチセールスの潜入ルポです。自分ではなかなか体験出来ない

ことを読むのは、楽しいです。ただ、これでは読書の秋だとは胸をことを読むのは、楽しいです。ただ、これでは読書の秋だとは胸をことを読むのは、楽しいです。ただ、これでは読書の秋だとは胸をことを読むのは、楽しいです。ただ、これでは読書の秋だとは胸を

張って言えない気がしてしまいます（笑）張って言えない気がしてしまいます（笑）張って言えない気がしてしまいます（笑）張って言えない気がしてしまいます（笑）

弊社では、弊社では、弊社では、弊社では、ニュースレターを発行ニュースレターを発行ニュースレターを発行ニュースレターを発行しております！内容は、毎回未定ですが、しております！内容は、毎回未定ですが、しております！内容は、毎回未定ですが、しております！内容は、毎回未定ですが、

いつもお取引頂いているお客様に少しでもお役に立てそうな情報を選りすいつもお取引頂いているお客様に少しでもお役に立てそうな情報を選りすいつもお取引頂いているお客様に少しでもお役に立てそうな情報を選りすいつもお取引頂いているお客様に少しでもお役に立てそうな情報を選りす

ぐって、発行していきたいと思っています。発行は基本的に毎月ぐって、発行していきたいと思っています。発行は基本的に毎月ぐって、発行していきたいと思っています。発行は基本的に毎月ぐって、発行していきたいと思っています。発行は基本的に毎月1回。発行日回。発行日回。発行日回。発行日

は不定期ですが、他の郵便物と一緒にお送りしたいですから、それに合わせは不定期ですが、他の郵便物と一緒にお送りしたいですから、それに合わせは不定期ですが、他の郵便物と一緒にお送りしたいですから、それに合わせは不定期ですが、他の郵便物と一緒にお送りしたいですから、それに合わせ

て編集していきます。ちょっとした暇つぶしにご一読下さい。宜しくお願いいたて編集していきます。ちょっとした暇つぶしにご一読下さい。宜しくお願いいたて編集していきます。ちょっとした暇つぶしにご一読下さい。宜しくお願いいたて編集していきます。ちょっとした暇つぶしにご一読下さい。宜しくお願いいた

します。します。します。します。

名前 ：北見大樹

年齢 ：27歳（勤続3年目です）

血液型 ：A型（でも、掃除が苦手）

星座 ：おひつじ座（妹も同じ星座なの

で、星占いは信じられない）

出身 ：葛飾区新小岩（寅さんは柴又）

弊社では、従業員数は限られておりますが、

オフィスのトータルプランナーとして、

貴社オフィスのお困りごとを解決し、その後の

サポートをさせて頂く体制を整えています。

何かありましたら、お気軽にご連絡下さい。
TEL：03-3816-2880 FAX：03-3818-3534

HP検索は、『フタバビジネス』で！

★★★★ オフィスですぐに使える小ネタの紹介をしていきたいと思います！オフィスですぐに使える小ネタの紹介をしていきたいと思います！オフィスですぐに使える小ネタの紹介をしていきたいと思います！オフィスですぐに使える小ネタの紹介をしていきたいと思います！ ★★★★これからの時期、本当に気をつけなければいけないのが、これからの時期、本当に気をつけなければいけないのが、これからの時期、本当に気をつけなければいけないのが、これからの時期、本当に気をつけなければいけないのが、

『『『『風邪風邪風邪風邪』』』』ですね。夏から、新型（豚）インフルエンザの感染がですね。夏から、新型（豚）インフルエンザの感染がですね。夏から、新型（豚）インフルエンザの感染がですね。夏から、新型（豚）インフルエンザの感染が

騒がれています。秋を迎えるこれからの時期、インフルエン騒がれています。秋を迎えるこれからの時期、インフルエン騒がれています。秋を迎えるこれからの時期、インフルエン騒がれています。秋を迎えるこれからの時期、インフルエン

ザもますます猛威をふるうことが予想されます。そこで、昔かザもますます猛威をふるうことが予想されます。そこで、昔かザもますます猛威をふるうことが予想されます。そこで、昔かザもますます猛威をふるうことが予想されます。そこで、昔か

ら予防には手洗い！！ら予防には手洗い！！ら予防には手洗い！！ら予防には手洗い！！

の手洗いには欠かせない、石鹸の○○菌等の表示の違いの手洗いには欠かせない、石鹸の○○菌等の表示の違いの手洗いには欠かせない、石鹸の○○菌等の表示の違いの手洗いには欠かせない、石鹸の○○菌等の表示の違い

に関する雑学をここで紹介します！に関する雑学をここで紹介します！に関する雑学をここで紹介します！に関する雑学をここで紹介します！

★★★★『『『『除菌除菌除菌除菌』』』』 『『『『殺菌殺菌殺菌殺菌』』』』等の表示の違いは？等の表示の違いは？等の表示の違いは？等の表示の違いは？

『『『『除菌除菌除菌除菌』』』』は、目的とする微生物を除去することで、菌がは、目的とする微生物を除去することで、菌がは、目的とする微生物を除去することで、菌がは、目的とする微生物を除去することで、菌が

完全にはなくなりません。手洗いなんかで菌が流れま完全にはなくなりません。手洗いなんかで菌が流れま完全にはなくなりません。手洗いなんかで菌が流れま完全にはなくなりません。手洗いなんかで菌が流れま

すが、微生物を完全に殺す訳ではない。すが、微生物を完全に殺す訳ではない。すが、微生物を完全に殺す訳ではない。すが、微生物を完全に殺す訳ではない。

『『『『殺菌殺菌殺菌殺菌』』』』は、病原菌以外の一般の菌・微生物を薬品をは、病原菌以外の一般の菌・微生物を薬品をは、病原菌以外の一般の菌・微生物を薬品をは、病原菌以外の一般の菌・微生物を薬品を

用いて死滅させる用いて死滅させる用いて死滅させる用いて死滅させる

『『『『消毒消毒消毒消毒』』』』は、有害な病原菌を減らす・死滅させるは、有害な病原菌を減らす・死滅させるは、有害な病原菌を減らす・死滅させるは、有害な病原菌を減らす・死滅させる

殺菌・消毒という用語は、薬事法の規定により、医薬殺菌・消毒という用語は、薬事法の規定により、医薬殺菌・消毒という用語は、薬事法の規定により、医薬殺菌・消毒という用語は、薬事法の規定により、医薬

品か医薬部外品にしか使えない用語だそうです。品か医薬部外品にしか使えない用語だそうです。品か医薬部外品にしか使えない用語だそうです。品か医薬部外品にしか使えない用語だそうです。

『『『『抗菌抗菌抗菌抗菌』』』』は通産省がは通産省がは通産省がは通産省が｢｢｢｢当該製品の表面における細菌の当該製品の表面における細菌の当該製品の表面における細菌の当該製品の表面における細菌の

増殖を抑制すること増殖を抑制すること増殖を抑制すること増殖を抑制すること｣｣｣｣と定義しており、カビ等の真菌類と定義しており、カビ等の真菌類と定義しており、カビ等の真菌類と定義しており、カビ等の真菌類

は含まれません。ようは、微生物の増殖を抑える程度は含まれません。ようは、微生物の増殖を抑える程度は含まれません。ようは、微生物の増殖を抑える程度は含まれません。ようは、微生物の増殖を抑える程度

のもののようです。のもののようです。のもののようです。のもののようです。

最近のマスク・消毒液は売れ行きが凄いようですね！商品最近のマスク・消毒液は売れ行きが凄いようですね！商品最近のマスク・消毒液は売れ行きが凄いようですね！商品最近のマスク・消毒液は売れ行きが凄いようですね！商品

の増加に伴い、いろいろ種類も増えているようですが、表示の増加に伴い、いろいろ種類も増えているようですが、表示の増加に伴い、いろいろ種類も増えているようですが、表示の増加に伴い、いろいろ種類も増えているようですが、表示

の違いにあまり興味が無かった方も、このような物を参考にの違いにあまり興味が無かった方も、このような物を参考にの違いにあまり興味が無かった方も、このような物を参考にの違いにあまり興味が無かった方も、このような物を参考に

すれば、より効果的に商品を選べるかもしれませんね。すれば、より効果的に商品を選べるかもしれませんね。すれば、より効果的に商品を選べるかもしれませんね。すれば、より効果的に商品を選べるかもしれませんね。
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世には星の数ほど！？公開されているけど、世には星の数ほど！？公開されているけど、世には星の数ほど！？公開されているけど、世には星の数ほど！？公開されているけど、

○使い方が分からない○使い方が分からない○使い方が分からない○使い方が分からない… とかとかとかとか

○ウイルスの心配が○ウイルスの心配が○ウイルスの心配が○ウイルスの心配が… とかとかとかとか

○ほんとに使えるか分かんない○ほんとに使えるか分かんない○ほんとに使えるか分かんない○ほんとに使えるか分かんない…

○調べている時間もない○調べている時間もない○調べている時間もない○調べている時間もない…とととと

玄人向けのフリーウエアの中から、私たちが玄人向けのフリーウエアの中から、私たちが玄人向けのフリーウエアの中から、私たちが玄人向けのフリーウエアの中から、私たちが

普段使っていたり、便利だと思ったものを普段使っていたり、便利だと思ったものを普段使っていたり、便利だと思ったものを普段使っていたり、便利だと思ったものをごごごご

紹介します！！紹介します！！紹介します！！紹介します！！

◆◆◆◆SugarSync：データ保存領域：データ保存領域：データ保存領域：データ保存領域提供サービス提供サービス提供サービス提供サービス

掲載掲載掲載掲載HP

https://www.sugarsync.com/signup?startsu

b=2 

USBメモリにデータを入れ、社外・客先・自宅メモリにデータを入れ、社外・客先・自宅メモリにデータを入れ、社外・客先・自宅メモリにデータを入れ、社外・客先・自宅

へと持ち運ぶケースは誰もが体験しているへと持ち運ぶケースは誰もが体験しているへと持ち運ぶケースは誰もが体験しているへと持ち運ぶケースは誰もが体験している

と思います。と思います。と思います。と思います。USBメモリはとても便利な物でメモリはとても便利な物でメモリはとても便利な物でメモリはとても便利な物で

すが、ちょっとした油断で、個人情報・会社すが、ちょっとした油断で、個人情報・会社すが、ちょっとした油断で、個人情報・会社すが、ちょっとした油断で、個人情報・会社

の機密情報紛失、の機密情報紛失、の機密情報紛失、の機密情報紛失、USBメモリを狙ったウイルメモリを狙ったウイルメモリを狙ったウイルメモリを狙ったウイル

スへの感染を招いてしまします。スへの感染を招いてしまします。スへの感染を招いてしまします。スへの感染を招いてしまします。

情報漏洩や・社内のウイルス感染のリスク情報漏洩や・社内のウイルス感染のリスク情報漏洩や・社内のウイルス感染のリスク情報漏洩や・社内のウイルス感染のリスク

を考えて、を考えて、を考えて、を考えて、USBメモリを使わせないという決メモリを使わせないという決メモリを使わせないという決メモリを使わせないという決

断をする会社も多いでしょうが、それでは効断をする会社も多いでしょうが、それでは効断をする会社も多いでしょうが、それでは効断をする会社も多いでしょうが、それでは効

率が下がってしまうという、現場の声もある率が下がってしまうという、現場の声もある率が下がってしまうという、現場の声もある率が下がってしまうという、現場の声もある

ことは事実だと思います。ことは事実だと思います。ことは事実だと思います。ことは事実だと思います。そこで、データのそこで、データのそこで、データのそこで、データの

保存スペースを保存スペースを保存スペースを保存スペースをWeb上につくり、さらに、複上につくり、さらに、複上につくり、さらに、複上につくり、さらに、複

数の数の数の数のPC同士でデータの同期までしてくれる同士でデータの同期までしてくれる同士でデータの同期までしてくれる同士でデータの同期までしてくれる

のが、のが、のが、のが、

SugarSync（シュガーシンク）（シュガーシンク）（シュガーシンク）（シュガーシンク）です。ネッです。ネッです。ネッです。ネッ

トワークトワークトワークトワークHDDががががWeb上にあると思って下さい。上にあると思って下さい。上にあると思って下さい。上にあると思って下さい。

こちらは無料２ＧＢお試し登録ができます。こちらは無料２ＧＢお試し登録ができます。こちらは無料２ＧＢお試し登録ができます。こちらは無料２ＧＢお試し登録ができます。

もちろんもちろんもちろんもちろん難点難点難点難点もあります。もあります。もあります。もあります。

・英語のインタフェイスであること・英語のインタフェイスであること・英語のインタフェイスであること・英語のインタフェイスであること（英文が読（英文が読（英文が読（英文が読

めないと使いこなすのは厳しい）めないと使いこなすのは厳しい）めないと使いこなすのは厳しい）めないと使いこなすのは厳しい）

・サービス提供会社が未来永劫このサービ・サービス提供会社が未来永劫このサービ・サービス提供会社が未来永劫このサービ・サービス提供会社が未来永劫このサービ

スを提供し続けてくれるかは分からないスを提供し続けてくれるかは分からないスを提供し続けてくれるかは分からないスを提供し続けてくれるかは分からない

・ファイル送付時に日本語ファイル名が化け・ファイル送付時に日本語ファイル名が化け・ファイル送付時に日本語ファイル名が化け・ファイル送付時に日本語ファイル名が化け

るるるる

上記難点に注意して、まずは無料で使って上記難点に注意して、まずは無料で使って上記難点に注意して、まずは無料で使って上記難点に注意して、まずは無料で使って

みる。使いこなして行くと、容量が足りなくなみる。使いこなして行くと、容量が足りなくなみる。使いこなして行くと、容量が足りなくなみる。使いこなして行くと、容量が足りなくな

る可能性もあります。その場合は有料版もる可能性もあります。その場合は有料版もる可能性もあります。その場合は有料版もる可能性もあります。その場合は有料版も

あります。あります。あります。あります。
https://www.sugarsync.com/products/sync

_pricing.html

ただし、ただし、ただし、ただし、支払いはクレジットカードのみ支払いはクレジットカードのみ支払いはクレジットカードのみ支払いはクレジットカードのみです。です。です。です。

会社全社として導入するのであれば、違っ会社全社として導入するのであれば、違っ会社全社として導入するのであれば、違っ会社全社として導入するのであれば、違っ

たサービスを検討するべきだとも思いますたサービスを検討するべきだとも思いますたサービスを検討するべきだとも思いますたサービスを検討するべきだとも思います

が、個人的に使いたい方や、個人で動くことが、個人的に使いたい方や、個人で動くことが、個人的に使いたい方や、個人で動くことが、個人的に使いたい方や、個人で動くこと

の多い、少数精鋭の会社などは試しに使っの多い、少数精鋭の会社などは試しに使っの多い、少数精鋭の会社などは試しに使っの多い、少数精鋭の会社などは試しに使っ

てみても良いサービスだと思います。てみても良いサービスだと思います。てみても良いサービスだと思います。てみても良いサービスだと思います。

ちなみに英語が出来ない私は、使いこなせちなみに英語が出来ない私は、使いこなせちなみに英語が出来ない私は、使いこなせちなみに英語が出来ない私は、使いこなせ

ていませんていませんていませんていません…

こんにちは。こんにちは。こんにちは。こんにちは。 フタバビジネスの北見大樹です。フタバビジネスの北見大樹です。フタバビジネスの北見大樹です。フタバビジネスの北見大樹です。

いよいよ肌寒さを感じる日がだんだんと多くなってきましたね。こうないよいよ肌寒さを感じる日がだんだんと多くなってきましたね。こうないよいよ肌寒さを感じる日がだんだんと多くなってきましたね。こうないよいよ肌寒さを感じる日がだんだんと多くなってきましたね。こうな

ると、今年は、食欲にするかると、今年は、食欲にするかると、今年は、食欲にするかると、今年は、食欲にするか… 読書にするか読書にするか読書にするか読書にするか… 体を動かそうか体を動かそうか体を動かそうか体を動かそうか…と、と、と、と、

一般的に言われている○○の秋を意識しだします。一般的に言われている○○の秋を意識しだします。一般的に言われている○○の秋を意識しだします。一般的に言われている○○の秋を意識しだします。

今年はサンマがまた脂がのっておいしいとの事ですし、鮭、栗、柿、今年はサンマがまた脂がのっておいしいとの事ですし、鮭、栗、柿、今年はサンマがまた脂がのっておいしいとの事ですし、鮭、栗、柿、今年はサンマがまた脂がのっておいしいとの事ですし、鮭、栗、柿、

キノコ類とおいしい物がたくさん出てきますね。キノコ類とおいしい物がたくさん出てきますね。キノコ類とおいしい物がたくさん出てきますね。キノコ類とおいしい物がたくさん出てきますね。

私は魚が好きなので、サンマも鮭も食べたいと思います。でも、スー私は魚が好きなので、サンマも鮭も食べたいと思います。でも、スー私は魚が好きなので、サンマも鮭も食べたいと思います。でも、スー私は魚が好きなので、サンマも鮭も食べたいと思います。でも、スー

パーに売ってるものって、旬のものも売っているとは思うのですが、パーに売ってるものって、旬のものも売っているとは思うのですが、パーに売ってるものって、旬のものも売っているとは思うのですが、パーに売ってるものって、旬のものも売っているとは思うのですが、

食材を見極める目を持たないのと、良い食材を調理する技術の無い食材を見極める目を持たないのと、良い食材を調理する技術の無い食材を見極める目を持たないのと、良い食材を調理する技術の無い食材を見極める目を持たないのと、良い食材を調理する技術の無い

私にとっては、旬の食材を買ったとしても、豚に真珠・猫に小判・北私にとっては、旬の食材を買ったとしても、豚に真珠・猫に小判・北私にとっては、旬の食材を買ったとしても、豚に真珠・猫に小判・北私にとっては、旬の食材を買ったとしても、豚に真珠・猫に小判・北

見に旬の食材なわけでして見に旬の食材なわけでして見に旬の食材なわけでして見に旬の食材なわけでして…ただ、私は、おいしいものを食べることただ、私は、おいしいものを食べることただ、私は、おいしいものを食べることただ、私は、おいしいものを食べること

が出来ればいいんです！が出来ればいいんです！が出来ればいいんです！が出来ればいいんです！

って今年も食欲の秋を自分の力では十分堪能出来なそうですって今年も食欲の秋を自分の力では十分堪能出来なそうですって今年も食欲の秋を自分の力では十分堪能出来なそうですって今年も食欲の秋を自分の力では十分堪能出来なそうです…

読書の秋については、そうですね読書の秋については、そうですね読書の秋については、そうですね読書の秋については、そうですね…（汗）（汗）（汗）（汗）

最近は、昔の有名な本を、漫画にして売っていたり、表紙を現代の最近は、昔の有名な本を、漫画にして売っていたり、表紙を現代の最近は、昔の有名な本を、漫画にして売っていたり、表紙を現代の最近は、昔の有名な本を、漫画にして売っていたり、表紙を現代の

人気漫画家の方が書いた絵にして手に取りやすくしたものがあった人気漫画家の方が書いた絵にして手に取りやすくしたものがあった人気漫画家の方が書いた絵にして手に取りやすくしたものがあった人気漫画家の方が書いた絵にして手に取りやすくしたものがあった

り、本屋さんをうろうろしてても飽きないので、なにか文学的なものをり、本屋さんをうろうろしてても飽きないので、なにか文学的なものをり、本屋さんをうろうろしてても飽きないので、なにか文学的なものをり、本屋さんをうろうろしてても飽きないので、なにか文学的なものを

読んでみましょうか読んでみましょうか読んでみましょうか読んでみましょうか…何か眠くならないお勧めの本とか無いでしょう何か眠くならないお勧めの本とか無いでしょう何か眠くならないお勧めの本とか無いでしょう何か眠くならないお勧めの本とか無いでしょう

か？か？か？か？

ちなみに今読んでいるのは、ちなみに今読んでいるのは、ちなみに今読んでいるのは、ちなみに今読んでいるのは、『『『『ついて行ったら、こうなったついて行ったら、こうなったついて行ったら、こうなったついて行ったら、こうなった』』』』というというというという

キャッチセールスの潜入ルポです。自分ではなかなか体験出来ないキャッチセールスの潜入ルポです。自分ではなかなか体験出来ないキャッチセールスの潜入ルポです。自分ではなかなか体験出来ないキャッチセールスの潜入ルポです。自分ではなかなか体験出来ない

ことを読むのは、楽しいです。ただ、これでは読書の秋だとは胸をことを読むのは、楽しいです。ただ、これでは読書の秋だとは胸をことを読むのは、楽しいです。ただ、これでは読書の秋だとは胸をことを読むのは、楽しいです。ただ、これでは読書の秋だとは胸を

張って言えない気がしてしまいます（笑）張って言えない気がしてしまいます（笑）張って言えない気がしてしまいます（笑）張って言えない気がしてしまいます（笑）

弊社では、弊社では、弊社では、弊社では、ニュースレターを発行ニュースレターを発行ニュースレターを発行ニュースレターを発行しております！内容は、毎回未定ですが、しております！内容は、毎回未定ですが、しております！内容は、毎回未定ですが、しております！内容は、毎回未定ですが、

いつもお取引頂いているお客様に少しでもお役に立てそうな情報を選りすいつもお取引頂いているお客様に少しでもお役に立てそうな情報を選りすいつもお取引頂いているお客様に少しでもお役に立てそうな情報を選りすいつもお取引頂いているお客様に少しでもお役に立てそうな情報を選りす

ぐって、発行していきたいと思っています。発行は基本的に毎月ぐって、発行していきたいと思っています。発行は基本的に毎月ぐって、発行していきたいと思っています。発行は基本的に毎月ぐって、発行していきたいと思っています。発行は基本的に毎月1回。発行日回。発行日回。発行日回。発行日

は不定期ですが、他の郵便物と一緒にお送りしたいですから、それに合わせは不定期ですが、他の郵便物と一緒にお送りしたいですから、それに合わせは不定期ですが、他の郵便物と一緒にお送りしたいですから、それに合わせは不定期ですが、他の郵便物と一緒にお送りしたいですから、それに合わせ

て編集していきます。ちょっとした暇つぶしにご一読下さい。宜しくお願いいたて編集していきます。ちょっとした暇つぶしにご一読下さい。宜しくお願いいたて編集していきます。ちょっとした暇つぶしにご一読下さい。宜しくお願いいたて編集していきます。ちょっとした暇つぶしにご一読下さい。宜しくお願いいた

します。します。します。します。

フタバビジネス株式会社

名前 ：北見大樹

年齢 ：27歳（勤続3年目です）

血液型 ：A型（でも、掃除が苦手）

星座 ：おひつじ座（妹も同じ星座なの

で、星占いは信じられない）

出身 ：葛飾区新小岩（寅さんは柴又）

趣味 ：ダーツ（下手の横好き）

ジョギング（いつまで続くかな？）

弊社では、従業員数は限られておりますが、

オフィスのトータルプランナーとして、

貴社オフィスのお困りごとを解決し、その後の

サポートをさせて頂く体制を整えています。

何かありましたら、お気軽にご連絡下さい。
TEL：03-3816-2880 FAX：03-3818-3534

HP検索は、『フタバビジネス』で！

★★★★ オフィスですぐに使える小ネタの紹介をしていきたいと思います！オフィスですぐに使える小ネタの紹介をしていきたいと思います！オフィスですぐに使える小ネタの紹介をしていきたいと思います！オフィスですぐに使える小ネタの紹介をしていきたいと思います！ ★★★★これからの時期、本当に気をつけなければいけないのが、これからの時期、本当に気をつけなければいけないのが、これからの時期、本当に気をつけなければいけないのが、これからの時期、本当に気をつけなければいけないのが、

『『『『風邪風邪風邪風邪』』』』ですね。夏から、新型（豚）インフルエンザの感染がですね。夏から、新型（豚）インフルエンザの感染がですね。夏から、新型（豚）インフルエンザの感染がですね。夏から、新型（豚）インフルエンザの感染が

騒がれています。秋を迎えるこれからの時期、インフルエン騒がれています。秋を迎えるこれからの時期、インフルエン騒がれています。秋を迎えるこれからの時期、インフルエン騒がれています。秋を迎えるこれからの時期、インフルエン

ザもますます猛威をふるうことが予想されます。そこで、昔かザもますます猛威をふるうことが予想されます。そこで、昔かザもますます猛威をふるうことが予想されます。そこで、昔かザもますます猛威をふるうことが予想されます。そこで、昔か

ら予防には手洗い！！ら予防には手洗い！！ら予防には手洗い！！ら予防には手洗い！！

の手洗いには欠かせない、石鹸の○○菌等の表示の違いの手洗いには欠かせない、石鹸の○○菌等の表示の違いの手洗いには欠かせない、石鹸の○○菌等の表示の違いの手洗いには欠かせない、石鹸の○○菌等の表示の違い

に関する雑学をここで紹介します！に関する雑学をここで紹介します！に関する雑学をここで紹介します！に関する雑学をここで紹介します！

★★★★『『『『除菌除菌除菌除菌』』』』 『『『『殺菌殺菌殺菌殺菌』』』』等の表示の違いは？等の表示の違いは？等の表示の違いは？等の表示の違いは？

『『『『除菌除菌除菌除菌』』』』は、目的とする微生物を除去することで、菌がは、目的とする微生物を除去することで、菌がは、目的とする微生物を除去することで、菌がは、目的とする微生物を除去することで、菌が

完全にはなくなりません。手洗いなんかで菌が流れま完全にはなくなりません。手洗いなんかで菌が流れま完全にはなくなりません。手洗いなんかで菌が流れま完全にはなくなりません。手洗いなんかで菌が流れま

すが、微生物を完全に殺す訳ではない。すが、微生物を完全に殺す訳ではない。すが、微生物を完全に殺す訳ではない。すが、微生物を完全に殺す訳ではない。

『『『『殺菌殺菌殺菌殺菌』』』』は、病原菌以外の一般の菌・微生物を薬品をは、病原菌以外の一般の菌・微生物を薬品をは、病原菌以外の一般の菌・微生物を薬品をは、病原菌以外の一般の菌・微生物を薬品を

用いて死滅させる用いて死滅させる用いて死滅させる用いて死滅させる

『『『『消毒消毒消毒消毒』』』』は、有害な病原菌を減らす・死滅させるは、有害な病原菌を減らす・死滅させるは、有害な病原菌を減らす・死滅させるは、有害な病原菌を減らす・死滅させる

殺菌・消毒という用語は、薬事法の規定により、医薬殺菌・消毒という用語は、薬事法の規定により、医薬殺菌・消毒という用語は、薬事法の規定により、医薬殺菌・消毒という用語は、薬事法の規定により、医薬

品か医薬部外品にしか使えない用語だそうです。品か医薬部外品にしか使えない用語だそうです。品か医薬部外品にしか使えない用語だそうです。品か医薬部外品にしか使えない用語だそうです。

『『『『抗菌抗菌抗菌抗菌』』』』は通産省がは通産省がは通産省がは通産省が｢｢｢｢当該製品の表面における細菌の当該製品の表面における細菌の当該製品の表面における細菌の当該製品の表面における細菌の

増殖を抑制すること増殖を抑制すること増殖を抑制すること増殖を抑制すること｣｣｣｣と定義しており、カビ等の真菌類と定義しており、カビ等の真菌類と定義しており、カビ等の真菌類と定義しており、カビ等の真菌類

は含まれません。ようは、微生物の増殖を抑える程度は含まれません。ようは、微生物の増殖を抑える程度は含まれません。ようは、微生物の増殖を抑える程度は含まれません。ようは、微生物の増殖を抑える程度

のもののようです。のもののようです。のもののようです。のもののようです。

最近のマスク・消毒液は売れ行きが凄いようですね！商品最近のマスク・消毒液は売れ行きが凄いようですね！商品最近のマスク・消毒液は売れ行きが凄いようですね！商品最近のマスク・消毒液は売れ行きが凄いようですね！商品

の増加に伴い、いろいろ種類も増えているようですが、表示の増加に伴い、いろいろ種類も増えているようですが、表示の増加に伴い、いろいろ種類も増えているようですが、表示の増加に伴い、いろいろ種類も増えているようですが、表示

の違いにあまり興味が無かった方も、このような物を参考にの違いにあまり興味が無かった方も、このような物を参考にの違いにあまり興味が無かった方も、このような物を参考にの違いにあまり興味が無かった方も、このような物を参考に

すれば、より効果的に商品を選べるかもしれませんね。すれば、より効果的に商品を選べるかもしれませんね。すれば、より効果的に商品を選べるかもしれませんね。すれば、より効果的に商品を選べるかもしれませんね。

ザザザザ ツツツツ ククククガガガガ

編集者自己紹介

新人が作った ニュースレター

2009年10月【【【【Vol.3】】】】

世には星の数ほど！？公開されているけど、世には星の数ほど！？公開されているけど、世には星の数ほど！？公開されているけど、世には星の数ほど！？公開されているけど、

○使い方が分からない○使い方が分からない○使い方が分からない○使い方が分からない… とかとかとかとか

○ウイルスの心配が○ウイルスの心配が○ウイルスの心配が○ウイルスの心配が… とかとかとかとか

○ほんとに使えるか分かんない○ほんとに使えるか分かんない○ほんとに使えるか分かんない○ほんとに使えるか分かんない…

○調べている時間もない○調べている時間もない○調べている時間もない○調べている時間もない…とととと

玄人向けのフリーウエアの中から、私たちが玄人向けのフリーウエアの中から、私たちが玄人向けのフリーウエアの中から、私たちが玄人向けのフリーウエアの中から、私たちが

普段使っていたり、便利だと思ったものを普段使っていたり、便利だと思ったものを普段使っていたり、便利だと思ったものを普段使っていたり、便利だと思ったものをごごごご

紹介します！！紹介します！！紹介します！！紹介します！！

◆◆◆◆SugarSync：データ保存領域：データ保存領域：データ保存領域：データ保存領域提供サービス提供サービス提供サービス提供サービス

掲載掲載掲載掲載HP

https://www.sugarsync.com/signup?startsu

b=2 

USBメモリにデータを入れ、社外・客先・自宅メモリにデータを入れ、社外・客先・自宅メモリにデータを入れ、社外・客先・自宅メモリにデータを入れ、社外・客先・自宅

へと持ち運ぶケースは誰もが体験しているへと持ち運ぶケースは誰もが体験しているへと持ち運ぶケースは誰もが体験しているへと持ち運ぶケースは誰もが体験している

と思います。と思います。と思います。と思います。USBメモリはとても便利な物でメモリはとても便利な物でメモリはとても便利な物でメモリはとても便利な物で

すが、ちょっとした油断で、個人情報・会社すが、ちょっとした油断で、個人情報・会社すが、ちょっとした油断で、個人情報・会社すが、ちょっとした油断で、個人情報・会社

の機密情報紛失、の機密情報紛失、の機密情報紛失、の機密情報紛失、USBメモリを狙ったウイルメモリを狙ったウイルメモリを狙ったウイルメモリを狙ったウイル

スへの感染を招いてしまします。スへの感染を招いてしまします。スへの感染を招いてしまします。スへの感染を招いてしまします。

情報漏洩や・社内のウイルス感染のリスク情報漏洩や・社内のウイルス感染のリスク情報漏洩や・社内のウイルス感染のリスク情報漏洩や・社内のウイルス感染のリスク

を考えて、を考えて、を考えて、を考えて、USBメモリを使わせないという決メモリを使わせないという決メモリを使わせないという決メモリを使わせないという決

断をする会社も多いでしょうが、それでは効断をする会社も多いでしょうが、それでは効断をする会社も多いでしょうが、それでは効断をする会社も多いでしょうが、それでは効

率が下がってしまうという、現場の声もある率が下がってしまうという、現場の声もある率が下がってしまうという、現場の声もある率が下がってしまうという、現場の声もある

ことは事実だと思います。ことは事実だと思います。ことは事実だと思います。ことは事実だと思います。そこで、データのそこで、データのそこで、データのそこで、データの

保存スペースを保存スペースを保存スペースを保存スペースをWeb上につくり、さらに、複上につくり、さらに、複上につくり、さらに、複上につくり、さらに、複

数の数の数の数のPC同士でデータの同期までしてくれる同士でデータの同期までしてくれる同士でデータの同期までしてくれる同士でデータの同期までしてくれる

のが、のが、のが、のが、

SugarSync（シュガーシンク）（シュガーシンク）（シュガーシンク）（シュガーシンク）です。ネッです。ネッです。ネッです。ネッ

トワークトワークトワークトワークHDDががががWeb上にあると思って下さい。上にあると思って下さい。上にあると思って下さい。上にあると思って下さい。

こちらは無料２ＧＢお試し登録ができます。こちらは無料２ＧＢお試し登録ができます。こちらは無料２ＧＢお試し登録ができます。こちらは無料２ＧＢお試し登録ができます。

もちろんもちろんもちろんもちろん難点難点難点難点もあります。もあります。もあります。もあります。

・英語のインタフェイスであること・英語のインタフェイスであること・英語のインタフェイスであること・英語のインタフェイスであること（英文が読（英文が読（英文が読（英文が読

めないと使いこなすのは厳しい）めないと使いこなすのは厳しい）めないと使いこなすのは厳しい）めないと使いこなすのは厳しい）

・サービス提供会社が未来永劫このサービ・サービス提供会社が未来永劫このサービ・サービス提供会社が未来永劫このサービ・サービス提供会社が未来永劫このサービ

スを提供し続けてくれるかは分からないスを提供し続けてくれるかは分からないスを提供し続けてくれるかは分からないスを提供し続けてくれるかは分からない

・ファイル送付時に日本語ファイル名が化け・ファイル送付時に日本語ファイル名が化け・ファイル送付時に日本語ファイル名が化け・ファイル送付時に日本語ファイル名が化け

るるるる

上記難点に注意して、まずは無料で使って上記難点に注意して、まずは無料で使って上記難点に注意して、まずは無料で使って上記難点に注意して、まずは無料で使って

みる。使いこなして行くと、容量が足りなくなみる。使いこなして行くと、容量が足りなくなみる。使いこなして行くと、容量が足りなくなみる。使いこなして行くと、容量が足りなくな

る可能性もあります。その場合は有料版もる可能性もあります。その場合は有料版もる可能性もあります。その場合は有料版もる可能性もあります。その場合は有料版も

あります。あります。あります。あります。
https://www.sugarsync.com/products/sync

_pricing.html

ただし、ただし、ただし、ただし、支払いはクレジットカードのみ支払いはクレジットカードのみ支払いはクレジットカードのみ支払いはクレジットカードのみです。です。です。です。

会社全社として導入するのであれば、違っ会社全社として導入するのであれば、違っ会社全社として導入するのであれば、違っ会社全社として導入するのであれば、違っ

たサービスを検討するべきだとも思いますたサービスを検討するべきだとも思いますたサービスを検討するべきだとも思いますたサービスを検討するべきだとも思います

が、個人的に使いたい方や、個人で動くことが、個人的に使いたい方や、個人で動くことが、個人的に使いたい方や、個人で動くことが、個人的に使いたい方や、個人で動くこと

の多い、少数精鋭の会社などは試しに使っの多い、少数精鋭の会社などは試しに使っの多い、少数精鋭の会社などは試しに使っの多い、少数精鋭の会社などは試しに使っ

てみても良いサービスだと思います。てみても良いサービスだと思います。てみても良いサービスだと思います。てみても良いサービスだと思います。

ちなみに英語が出来ない私は、使いこなせちなみに英語が出来ない私は、使いこなせちなみに英語が出来ない私は、使いこなせちなみに英語が出来ない私は、使いこなせ

ていませんていませんていませんていません…

こんにちは。こんにちは。こんにちは。こんにちは。 フタバビジネスの北見大樹です。フタバビジネスの北見大樹です。フタバビジネスの北見大樹です。フタバビジネスの北見大樹です。

いよいよ肌寒さを感じる日がだんだんと多くなってきましたね。こうないよいよ肌寒さを感じる日がだんだんと多くなってきましたね。こうないよいよ肌寒さを感じる日がだんだんと多くなってきましたね。こうないよいよ肌寒さを感じる日がだんだんと多くなってきましたね。こうな

ると、今年は、食欲にするかると、今年は、食欲にするかると、今年は、食欲にするかると、今年は、食欲にするか… 読書にするか読書にするか読書にするか読書にするか… 体を動かそうか体を動かそうか体を動かそうか体を動かそうか…と、と、と、と、

一般的に言われている○○の秋を意識しだします。一般的に言われている○○の秋を意識しだします。一般的に言われている○○の秋を意識しだします。一般的に言われている○○の秋を意識しだします。

今年はサンマがまた脂がのっておいしいとの事ですし、鮭、栗、柿、今年はサンマがまた脂がのっておいしいとの事ですし、鮭、栗、柿、今年はサンマがまた脂がのっておいしいとの事ですし、鮭、栗、柿、今年はサンマがまた脂がのっておいしいとの事ですし、鮭、栗、柿、

キノコ類とおいしい物がたくさん出てきますね。キノコ類とおいしい物がたくさん出てきますね。キノコ類とおいしい物がたくさん出てきますね。キノコ類とおいしい物がたくさん出てきますね。

私は魚が好きなので、サンマも鮭も食べたいと思います。でも、スー私は魚が好きなので、サンマも鮭も食べたいと思います。でも、スー私は魚が好きなので、サンマも鮭も食べたいと思います。でも、スー私は魚が好きなので、サンマも鮭も食べたいと思います。でも、スー

パーに売ってるものって、旬のものも売っているとは思うのですが、パーに売ってるものって、旬のものも売っているとは思うのですが、パーに売ってるものって、旬のものも売っているとは思うのですが、パーに売ってるものって、旬のものも売っているとは思うのですが、

食材を見極める目を持たないのと、良い食材を調理する技術の無い食材を見極める目を持たないのと、良い食材を調理する技術の無い食材を見極める目を持たないのと、良い食材を調理する技術の無い食材を見極める目を持たないのと、良い食材を調理する技術の無い

私にとっては、旬の食材を買ったとしても、豚に真珠・猫に小判・北私にとっては、旬の食材を買ったとしても、豚に真珠・猫に小判・北私にとっては、旬の食材を買ったとしても、豚に真珠・猫に小判・北私にとっては、旬の食材を買ったとしても、豚に真珠・猫に小判・北

見に旬の食材なわけでして見に旬の食材なわけでして見に旬の食材なわけでして見に旬の食材なわけでして…ただ、私は、おいしいものを食べることただ、私は、おいしいものを食べることただ、私は、おいしいものを食べることただ、私は、おいしいものを食べること

が出来ればいいんです！が出来ればいいんです！が出来ればいいんです！が出来ればいいんです！

って今年も食欲の秋を自分の力では十分堪能出来なそうですって今年も食欲の秋を自分の力では十分堪能出来なそうですって今年も食欲の秋を自分の力では十分堪能出来なそうですって今年も食欲の秋を自分の力では十分堪能出来なそうです…

読書の秋については、そうですね読書の秋については、そうですね読書の秋については、そうですね読書の秋については、そうですね…（汗）（汗）（汗）（汗）

最近は、昔の有名な本を、漫画にして売っていたり、表紙を現代の最近は、昔の有名な本を、漫画にして売っていたり、表紙を現代の最近は、昔の有名な本を、漫画にして売っていたり、表紙を現代の最近は、昔の有名な本を、漫画にして売っていたり、表紙を現代の

人気漫画家の方が書いた絵にして手に取りやすくしたものがあった人気漫画家の方が書いた絵にして手に取りやすくしたものがあった人気漫画家の方が書いた絵にして手に取りやすくしたものがあった人気漫画家の方が書いた絵にして手に取りやすくしたものがあった

り、本屋さんをうろうろしてても飽きないので、なにか文学的なものをり、本屋さんをうろうろしてても飽きないので、なにか文学的なものをり、本屋さんをうろうろしてても飽きないので、なにか文学的なものをり、本屋さんをうろうろしてても飽きないので、なにか文学的なものを

読んでみましょうか読んでみましょうか読んでみましょうか読んでみましょうか…何か眠くならないお勧めの本とか無いでしょう何か眠くならないお勧めの本とか無いでしょう何か眠くならないお勧めの本とか無いでしょう何か眠くならないお勧めの本とか無いでしょう

か？か？か？か？

ちなみに今読んでいるのは、ちなみに今読んでいるのは、ちなみに今読んでいるのは、ちなみに今読んでいるのは、『『『『ついて行ったら、こうなったついて行ったら、こうなったついて行ったら、こうなったついて行ったら、こうなった』』』』というというというという

キャッチセールスの潜入ルポです。自分ではなかなか体験出来ないキャッチセールスの潜入ルポです。自分ではなかなか体験出来ないキャッチセールスの潜入ルポです。自分ではなかなか体験出来ないキャッチセールスの潜入ルポです。自分ではなかなか体験出来ない

ことを読むのは、楽しいです。ただ、これでは読書の秋だとは胸をことを読むのは、楽しいです。ただ、これでは読書の秋だとは胸をことを読むのは、楽しいです。ただ、これでは読書の秋だとは胸をことを読むのは、楽しいです。ただ、これでは読書の秋だとは胸を

張って言えない気がしてしまいます（笑）張って言えない気がしてしまいます（笑）張って言えない気がしてしまいます（笑）張って言えない気がしてしまいます（笑）

弊社では、弊社では、弊社では、弊社では、ニュースレターを発行ニュースレターを発行ニュースレターを発行ニュースレターを発行しております！内容は、毎回未定ですが、しております！内容は、毎回未定ですが、しております！内容は、毎回未定ですが、しております！内容は、毎回未定ですが、

いつもお取引頂いているお客様に少しでもお役に立てそうな情報を選りすいつもお取引頂いているお客様に少しでもお役に立てそうな情報を選りすいつもお取引頂いているお客様に少しでもお役に立てそうな情報を選りすいつもお取引頂いているお客様に少しでもお役に立てそうな情報を選りす

ぐって、発行していきたいと思っています。発行は基本的に毎月ぐって、発行していきたいと思っています。発行は基本的に毎月ぐって、発行していきたいと思っています。発行は基本的に毎月ぐって、発行していきたいと思っています。発行は基本的に毎月1回。発行日回。発行日回。発行日回。発行日

は不定期ですが、他の郵便物と一緒にお送りしたいですから、それに合わせは不定期ですが、他の郵便物と一緒にお送りしたいですから、それに合わせは不定期ですが、他の郵便物と一緒にお送りしたいですから、それに合わせは不定期ですが、他の郵便物と一緒にお送りしたいですから、それに合わせ

て編集していきます。ちょっとした暇つぶしにご一読下さい。宜しくお願いいたて編集していきます。ちょっとした暇つぶしにご一読下さい。宜しくお願いいたて編集していきます。ちょっとした暇つぶしにご一読下さい。宜しくお願いいたて編集していきます。ちょっとした暇つぶしにご一読下さい。宜しくお願いいた

します。します。します。します。



集特
それから、掲示板・ファイル管理。こちらは情報の共有なのですが、それから、掲示板・ファイル管理。こちらは情報の共有なのですが、それから、掲示板・ファイル管理。こちらは情報の共有なのですが、それから、掲示板・ファイル管理。こちらは情報の共有なのですが、

掲示板はやっぱりありがたいです。上司・先輩はなにに関心がある掲示板はやっぱりありがたいです。上司・先輩はなにに関心がある掲示板はやっぱりありがたいです。上司・先輩はなにに関心がある掲示板はやっぱりありがたいです。上司・先輩はなにに関心がある

のか？どんな情報を得ているのか？とか、便利な小ネタとかを書きのか？どんな情報を得ているのか？とか、便利な小ネタとかを書きのか？どんな情報を得ているのか？とか、便利な小ネタとかを書きのか？どんな情報を得ているのか？とか、便利な小ネタとかを書き

込んでくれるので、私としては読んで、試してをしているうちに少しず込んでくれるので、私としては読んで、試してをしているうちに少しず込んでくれるので、私としては読んで、試してをしているうちに少しず込んでくれるので、私としては読んで、試してをしているうちに少しず

つ知識が増えたりします。つ知識が増えたりします。つ知識が増えたりします。つ知識が増えたりします。

さらにみんなに伝えたい情報は掲示板に載せることで、回覧板などさらにみんなに伝えたい情報は掲示板に載せることで、回覧板などさらにみんなに伝えたい情報は掲示板に載せることで、回覧板などさらにみんなに伝えたい情報は掲示板に載せることで、回覧板など

を使う必要なく社員全員に伝えることが出来ます。を使う必要なく社員全員に伝えることが出来ます。を使う必要なく社員全員に伝えることが出来ます。を使う必要なく社員全員に伝えることが出来ます。

また、社員全員がよく使う雛型フォーマットなども、掲示板に載せ周また、社員全員がよく使う雛型フォーマットなども、掲示板に載せ周また、社員全員がよく使う雛型フォーマットなども、掲示板に載せ周また、社員全員がよく使う雛型フォーマットなども、掲示板に載せ周

知させ、さらにファイル管理に保存しておくことで、いつでも誰でも同知させ、さらにファイル管理に保存しておくことで、いつでも誰でも同知させ、さらにファイル管理に保存しておくことで、いつでも誰でも同知させ、さらにファイル管理に保存しておくことで、いつでも誰でも同

じ形式の文書が作れるようになるんです。じ形式の文書が作れるようになるんです。じ形式の文書が作れるようになるんです。じ形式の文書が作れるようになるんです。

提案書であれば、上司・先輩営業の良い提案文書を部下に使っても提案書であれば、上司・先輩営業の良い提案文書を部下に使っても提案書であれば、上司・先輩営業の良い提案文書を部下に使っても提案書であれば、上司・先輩営業の良い提案文書を部下に使っても

らうことが出来きますし、稟議書や交通費・経費精算書類など、紙にらうことが出来きますし、稟議書や交通費・経費精算書類など、紙にらうことが出来きますし、稟議書や交通費・経費精算書類など、紙にらうことが出来きますし、稟議書や交通費・経費精算書類など、紙に

出して使う書類に関しても、いちいちフォーマットの管理をする手間出して使う書類に関しても、いちいちフォーマットの管理をする手間出して使う書類に関しても、いちいちフォーマットの管理をする手間出して使う書類に関しても、いちいちフォーマットの管理をする手間

が省けるし、どこにあるのか聞く必要もなくなるんです。が省けるし、どこにあるのか聞く必要もなくなるんです。が省けるし、どこにあるのか聞く必要もなくなるんです。が省けるし、どこにあるのか聞く必要もなくなるんです。

弊社でも、導入して、使う文化が出来るまで数年かかったとのことも弊社でも、導入して、使う文化が出来るまで数年かかったとのことも弊社でも、導入して、使う文化が出来るまで数年かかったとのことも弊社でも、導入して、使う文化が出来るまで数年かかったとのことも

話していました。確かに今まで無かったものが機能するには時間が話していました。確かに今まで無かったものが機能するには時間が話していました。確かに今まで無かったものが機能するには時間が話していました。確かに今まで無かったものが機能するには時間が
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まず、主に使うのがやはり、スケジュールです。これは登録されていまず、主に使うのがやはり、スケジュールです。これは登録されていまず、主に使うのがやはり、スケジュールです。これは登録されていまず、主に使うのがやはり、スケジュールです。これは登録されてい

る人間全員のスケジュールが丸見えになってしまいます！る人間全員のスケジュールが丸見えになってしまいます！る人間全員のスケジュールが丸見えになってしまいます！る人間全員のスケジュールが丸見えになってしまいます！

最初はなんか監視されてるみたいに思ってしまいますが、最初だけ最初はなんか監視されてるみたいに思ってしまいますが、最初だけ最初はなんか監視されてるみたいに思ってしまいますが、最初だけ最初はなんか監視されてるみたいに思ってしまいますが、最初だけ

でした。とにかく、予定を忘れないようにメモみたいにどんどんスケでした。とにかく、予定を忘れないようにメモみたいにどんどんスケでした。とにかく、予定を忘れないようにメモみたいにどんどんスケでした。とにかく、予定を忘れないようにメモみたいにどんどんスケ

ジュールに入れるんです。これで、先々のスケジュールに関しても一ジュールに入れるんです。これで、先々のスケジュールに関しても一ジュールに入れるんです。これで、先々のスケジュールに関しても一ジュールに入れるんです。これで、先々のスケジュールに関しても一
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皆様の声をお聞かせ下さい！！
お客様の喜びの声を聞くことほど、私たちの仕事に情熱とやりがいを与えてくれるものはありません！！
いいこと・悪いこと・このレターの感想など、どんなことでも結構です。是非お客様の声をお聞かせください！
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