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

3月後半はとても天気が不安定で、寒い日が多かったで月後半はとても天気が不安定で、寒い日が多かったで月後半はとても天気が不安定で、寒い日が多かったで月後半はとても天気が不安定で、寒い日が多かったで

すね。すね。すね。すね。

3月も終わるというのに、こんなに寒いなんて。。月も終わるというのに、こんなに寒いなんて。。月も終わるというのに、こんなに寒いなんて。。月も終わるというのに、こんなに寒いなんて。。

春服を用意しようと思って洗濯したのが無駄になりまし春服を用意しようと思って洗濯したのが無駄になりまし春服を用意しようと思って洗濯したのが無駄になりまし春服を用意しようと思って洗濯したのが無駄になりまし

た（笑）とはいえ、とっても暖かい日も何日かありまして、た（笑）とはいえ、とっても暖かい日も何日かありまして、た（笑）とはいえ、とっても暖かい日も何日かありまして、た（笑）とはいえ、とっても暖かい日も何日かありまして、

桜の開花宣言も桜の開花宣言も桜の開花宣言も桜の開花宣言も3月月月月22日にありました。靖国神社の標本日にありました。靖国神社の標本日にありました。靖国神社の標本日にありました。靖国神社の標本

木（ソメイヨシノ）に開花した桜が木（ソメイヨシノ）に開花した桜が木（ソメイヨシノ）に開花した桜が木（ソメイヨシノ）に開花した桜が5～～～～6輪以上あると東京輪以上あると東京輪以上あると東京輪以上あると東京

は桜が開花となるそうです。昨年は確か、は桜が開花となるそうです。昨年は確か、は桜が開花となるそうです。昨年は確か、は桜が開花となるそうです。昨年は確か、3月の最後の月の最後の月の最後の月の最後の

週辺りには満開になっていたと記憶していますので、今週辺りには満開になっていたと記憶していますので、今週辺りには満開になっていたと記憶していますので、今週辺りには満開になっていたと記憶していますので、今

年お花見をするなら、年お花見をするなら、年お花見をするなら、年お花見をするなら、4/3，，，，4日（土・日）が最適だと思わ日（土・日）が最適だと思わ日（土・日）が最適だと思わ日（土・日）が最適だと思わ

れます。れます。れます。れます。

私は私は私は私は3/27日に一足先に見に行ってきました！！日に一足先に見に行ってきました！！日に一足先に見に行ってきました！！日に一足先に見に行ってきました！！

場所によっては場所によっては場所によっては場所によっては6～～～～7割花を咲かせている桜もありました割花を咲かせている桜もありました割花を咲かせている桜もありました割花を咲かせている桜もありました

が、まだまだが、まだまだが、まだまだが、まだまだ2～～～～3割の木が多くて、花見客も疎らでした。割の木が多くて、花見客も疎らでした。割の木が多くて、花見客も疎らでした。割の木が多くて、花見客も疎らでした。

毎年私は、墨田区錦糸町駅の近くにある錦糸公園で花毎年私は、墨田区錦糸町駅の近くにある錦糸公園で花毎年私は、墨田区錦糸町駅の近くにある錦糸公園で花毎年私は、墨田区錦糸町駅の近くにある錦糸公園で花

見をしていて、今年も同じところで夜桜を楽しみました。見をしていて、今年も同じところで夜桜を楽しみました。見をしていて、今年も同じところで夜桜を楽しみました。見をしていて、今年も同じところで夜桜を楽しみました。

といっても例年より少し早い花見でしたので、満開の桜といっても例年より少し早い花見でしたので、満開の桜といっても例年より少し早い花見でしたので、満開の桜といっても例年より少し早い花見でしたので、満開の桜

を満喫するって事にはなりませんでした。でも、また帰りを満喫するって事にはなりませんでした。でも、また帰りを満喫するって事にはなりませんでした。でも、また帰りを満喫するって事にはなりませんでした。でも、また帰り

道にでも寄り道したいですね。道にでも寄り道したいですね。道にでも寄り道したいですね。道にでも寄り道したいですね。

さて、さて、さて、さて、4月は年度が変わります。社内でも異動や仕事が月は年度が変わります。社内でも異動や仕事が月は年度が変わります。社内でも異動や仕事が月は年度が変わります。社内でも異動や仕事が

変わったりして、新しい環境に身を置く方も増えてくると変わったりして、新しい環境に身を置く方も増えてくると変わったりして、新しい環境に身を置く方も増えてくると変わったりして、新しい環境に身を置く方も増えてくると

思います。私は特に社内等で変化は無さそうですが、思います。私は特に社内等で変化は無さそうですが、思います。私は特に社内等で変化は無さそうですが、思います。私は特に社内等で変化は無さそうですが、

仕事では昨年度より少し成長をした自分をお見せでき仕事では昨年度より少し成長をした自分をお見せでき仕事では昨年度より少し成長をした自分をお見せでき仕事では昨年度より少し成長をした自分をお見せでき

るようにして行きたいなと思い、新年度を迎えたいと思るようにして行きたいなと思い、新年度を迎えたいと思るようにして行きたいなと思い、新年度を迎えたいと思るようにして行きたいなと思い、新年度を迎えたいと思

います！います！います！います！

弊社では、弊社では、弊社では、弊社では、ニュースレターニュースレターニュースレターニュースレターを発行を発行を発行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。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。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。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。

名前 ：北見大樹

年齢 ：28歳（勤続4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

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！

★★★★ すぐに使える小ネタの紹介をしていきたいと思います！すぐに使える小ネタの紹介をしていきたいと思います！すぐに使える小ネタの紹介をしていきたいと思います！すぐに使える小ネタの紹介をしていきたいと思います！ ★★★★
4444月月月月1111日といえば日といえば日といえば日といえば…………エイプリルフール。嘘が蔓延しているこのエイプリルフール。嘘が蔓延しているこのエイプリルフール。嘘が蔓延しているこのエイプリルフール。嘘が蔓延しているこの

世の中（笑）ですが、嘘をついてもいいと公に言われている世の中（笑）ですが、嘘をついてもいいと公に言われている世の中（笑）ですが、嘘をついてもいいと公に言われている世の中（笑）ですが、嘘をついてもいいと公に言われている

のはこの日だけです。のはこの日だけです。のはこの日だけです。のはこの日だけです。

★エイプリルフールの楽しみ方★エイプリルフールの楽しみ方★エイプリルフールの楽しみ方★エイプリルフールの楽しみ方

エイプリルフール（エイプリルフール（エイプリルフール（エイプリルフール（April fool'sApril fool'sApril fool'sApril fool's DayDayDayDay）は全く起源は分）は全く起源は分）は全く起源は分）は全く起源は分

かっていないみたいです。今日では、かっていないみたいです。今日では、かっていないみたいです。今日では、かっていないみたいです。今日では、4/14/14/14/1日には嘘を日には嘘を日には嘘を日には嘘を

ついて良いとか、午前中（正午まで）までに限るとかっついて良いとか、午前中（正午まで）までに限るとかっついて良いとか、午前中（正午まで）までに限るとかっついて良いとか、午前中（正午まで）までに限るとかっ

て言われているそうです。毎回、このザツガクでは起て言われているそうです。毎回、このザツガクでは起て言われているそうです。毎回、このザツガクでは起て言われているそうです。毎回、このザツガクでは起

源について書いていますが、今回はエイプリルフール源について書いていますが、今回はエイプリルフール源について書いていますが、今回はエイプリルフール源について書いていますが、今回はエイプリルフール

の楽しみ方を紹介します。の楽しみ方を紹介します。の楽しみ方を紹介します。の楽しみ方を紹介します。毎年エイプリルフールにな毎年エイプリルフールにな毎年エイプリルフールにな毎年エイプリルフールにな

るとインターネットのウェブサイトがガラッと変わったりるとインターネットのウェブサイトがガラッと変わったりるとインターネットのウェブサイトがガラッと変わったりるとインターネットのウェブサイトがガラッと変わったり、、、、

ありもしないニュースが出回ったりありもしないニュースが出回ったりありもしないニュースが出回ったりありもしないニュースが出回ったりするのを知っていするのを知っていするのを知っていするのを知ってい

ますか？ますか？ますか？ますか？昨年も昨年も昨年も昨年もyahooや、や、や、や、googleマップ、無料動画のマップ、無料動画のマップ、無料動画のマップ、無料動画の

GyaOなどいろいろなサイトでエイプリルフール企画がなどいろいろなサイトでエイプリルフール企画がなどいろいろなサイトでエイプリルフール企画がなどいろいろなサイトでエイプリルフール企画が

あったようです。就業時間にはなかなか出来ないかもあったようです。就業時間にはなかなか出来ないかもあったようです。就業時間にはなかなか出来ないかもあったようです。就業時間にはなかなか出来ないかも

しれませんが、しれませんが、しれませんが、しれませんが、4/1日はネットサーフィンをすると案外日はネットサーフィンをすると案外日はネットサーフィンをすると案外日はネットサーフィンをすると案外

楽しい時間になるかもしれません。また、今流行のツ楽しい時間になるかもしれません。また、今流行のツ楽しい時間になるかもしれません。また、今流行のツ楽しい時間になるかもしれません。また、今流行のツ

イッターを使ってエイプリルフールを盛り上げようとしイッターを使ってエイプリルフールを盛り上げようとしイッターを使ってエイプリルフールを盛り上げようとしイッターを使ってエイプリルフールを盛り上げようとし

ているているているているJIFAFA（日本インターネットエイプリルフール協（日本インターネットエイプリルフール協（日本インターネットエイプリルフール協（日本インターネットエイプリルフール協

会）のページをチェックすれば、より楽しいエイプリル会）のページをチェックすれば、より楽しいエイプリル会）のページをチェックすれば、より楽しいエイプリル会）のページをチェックすれば、より楽しいエイプリル

フールを過ごすことが出来そうです。フールを過ごすことが出来そうです。フールを過ごすことが出来そうです。フールを過ごすことが出来そうです。

http://www.aprilfool.jp/

今年は、今年は、今年は、今年は、WebWebWebWeb上での盛り上がりに便乗してみましよう。上での盛り上がりに便乗してみましよう。上での盛り上がりに便乗してみましよう。上での盛り上がりに便乗してみましよう。

ザザザザ ツツツツ ククククガガガガ

編集者自己紹介
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今回の小ネタは、もうすでに使っている方々今回の小ネタは、もうすでに使っている方々今回の小ネタは、もうすでに使っている方々今回の小ネタは、もうすでに使っている方々

が多数いらっしゃる。だからこそ知らないとが多数いらっしゃる。だからこそ知らないとが多数いらっしゃる。だからこそ知らないとが多数いらっしゃる。だからこそ知らないと

他には聞けない！？他には聞けない！？他には聞けない！？他には聞けない！？googleの無料サービスの無料サービスの無料サービスの無料サービス

の使い方を紹介していきたいと思います。の使い方を紹介していきたいと思います。の使い方を紹介していきたいと思います。の使い方を紹介していきたいと思います。

過去過去過去過去4回回回回googleについて紹介してきましたが、について紹介してきましたが、について紹介してきましたが、について紹介してきましたが、

皆様興味を持って頂けましたでしょうか？今皆様興味を持って頂けましたでしょうか？今皆様興味を持って頂けましたでしょうか？今皆様興味を持って頂けましたでしょうか？今

回は、携帯とグーグルをうまく使おう！とい回は、携帯とグーグルをうまく使おう！とい回は、携帯とグーグルをうまく使おう！とい回は、携帯とグーグルをうまく使おう！とい

ことで、メール編と、カレンダー編です。（たことで、メール編と、カレンダー編です。（たことで、メール編と、カレンダー編です。（たことで、メール編と、カレンダー編です。（た

だし、私が使って便利というレベルですがだし、私が使って便利というレベルですがだし、私が使って便利というレベルですがだし、私が使って便利というレベルですが…））））

メール編メール編メール編メール編 一時期、一時期、一時期、一時期、『『『『メールとインターネットメールとインターネットメールとインターネットメールとインターネット

を外出先でを外出先でを外出先でを外出先で』』』』という使用用途で、ネットブックという使用用途で、ネットブックという使用用途で、ネットブックという使用用途で、ネットブック

というパソコンが発売されました。私は全然というパソコンが発売されました。私は全然というパソコンが発売されました。私は全然というパソコンが発売されました。私は全然

興味が無かったので、そちらの使用感は分興味が無かったので、そちらの使用感は分興味が無かったので、そちらの使用感は分興味が無かったので、そちらの使用感は分

かりませんがかりませんがかりませんがかりませんが…

外出先でのメールにもってこいなのが外出先でのメールにもってこいなのが外出先でのメールにもってこいなのが外出先でのメールにもってこいなのがGmail

です。なぜなら、携帯電話からメールが送れです。なぜなら、携帯電話からメールが送れです。なぜなら、携帯電話からメールが送れです。なぜなら、携帯電話からメールが送れ

るからです。ノートブックを立ち上げる時間るからです。ノートブックを立ち上げる時間るからです。ノートブックを立ち上げる時間るからです。ノートブックを立ち上げる時間

はいらないですし、小さいキーボードを打つはいらないですし、小さいキーボードを打つはいらないですし、小さいキーボードを打つはいらないですし、小さいキーボードを打つ

苦労と携帯電話のキーを押す苦労どちらも苦労と携帯電話のキーを押す苦労どちらも苦労と携帯電話のキーを押す苦労どちらも苦労と携帯電話のキーを押す苦労どちらも

変わらない気がします。変わらない気がします。変わらない気がします。変わらない気がします。メールアドレスは設メールアドレスは設メールアドレスは設メールアドレスは設

定さえすれば、会社で割り当てられたアドレ定さえすれば、会社で割り当てられたアドレ定さえすれば、会社で割り当てられたアドレ定さえすれば、会社で割り当てられたアドレ

スでも送れますし、署名も入りますスでも送れますし、署名も入りますスでも送れますし、署名も入りますスでも送れますし、署名も入ります。。。。携帯電携帯電携帯電携帯電

話でメールを打つのが当たり前の昨今。話でメールを打つのが当たり前の昨今。話でメールを打つのが当たり前の昨今。話でメールを打つのが当たり前の昨今。

普通にメール送信が携帯電話から出来るの普通にメール送信が携帯電話から出来るの普通にメール送信が携帯電話から出来るの普通にメール送信が携帯電話から出来るの

を使わない手はないですよね。これは、スを使わない手はないですよね。これは、スを使わない手はないですよね。これは、スを使わない手はないですよね。これは、ス

マートフォンでなくても簡単にできますよ。さマートフォンでなくても簡単にできますよ。さマートフォンでなくても簡単にできますよ。さマートフォンでなくても簡単にできますよ。さ

らに、受信メールを携帯電話へ転送する設らに、受信メールを携帯電話へ転送する設らに、受信メールを携帯電話へ転送する設らに、受信メールを携帯電話へ転送する設

定にしておけば、携帯電話があれば送受信定にしておけば、携帯電話があれば送受信定にしておけば、携帯電話があれば送受信定にしておけば、携帯電話があれば送受信

ははははOKですね！（電池の持ちが悪くなりますですね！（電池の持ちが悪くなりますですね！（電池の持ちが悪くなりますですね！（電池の持ちが悪くなります

がががが…））））

カレンダー編カレンダー編カレンダー編カレンダー編 こちらは、スマートフォンでのこちらは、スマートフォンでのこちらは、スマートフォンでのこちらは、スマートフォンでの

話。最近は話。最近は話。最近は話。最近はiPhone、アンドロイドなどのス、アンドロイドなどのス、アンドロイドなどのス、アンドロイドなどのス

マートフォンの話が世間でも多く聞かれます。マートフォンの話が世間でも多く聞かれます。マートフォンの話が世間でも多く聞かれます。マートフォンの話が世間でも多く聞かれます。

ミーハーな方で無くても、普通に皆さん持っミーハーな方で無くても、普通に皆さん持っミーハーな方で無くても、普通に皆さん持っミーハーな方で無くても、普通に皆さん持っ

ている方が増えてきていますよね。私はアンている方が増えてきていますよね。私はアンている方が増えてきていますよね。私はアンている方が増えてきていますよね。私はアン

ドロイド携帯を少し前に購入しました。そのドロイド携帯を少し前に購入しました。そのドロイド携帯を少し前に購入しました。そのドロイド携帯を少し前に購入しました。その

中で便利に使っているのはカレンダーです。中で便利に使っているのはカレンダーです。中で便利に使っているのはカレンダーです。中で便利に使っているのはカレンダーです。

こちらはオフラインでも使えるようになっていこちらはオフラインでも使えるようになっていこちらはオフラインでも使えるようになっていこちらはオフラインでも使えるようになってい

て、気がついたときに予定を入れておきます。て、気がついたときに予定を入れておきます。て、気がついたときに予定を入れておきます。て、気がついたときに予定を入れておきます。

電話が通じるようになったら、勝手に同期し電話が通じるようになったら、勝手に同期し電話が通じるようになったら、勝手に同期し電話が通じるようになったら、勝手に同期し

て、て、て、て、googleカレンダーと同期します。大きなカレンダーと同期します。大きなカレンダーと同期します。大きなカレンダーと同期します。大きな

手帳を持ち歩き、スケジュール管理をしてい手帳を持ち歩き、スケジュール管理をしてい手帳を持ち歩き、スケジュール管理をしてい手帳を持ち歩き、スケジュール管理をしてい

る方で、スマートスマートフォンをお使いのる方で、スマートスマートフォンをお使いのる方で、スマートスマートフォンをお使いのる方で、スマートスマートフォンをお使いの

方は、カレンダーを使うととても便利になると方は、カレンダーを使うととても便利になると方は、カレンダーを使うととても便利になると方は、カレンダーを使うととても便利になると

思います。思います。思います。思います。

ただし、個人使用でしか使えないと思いますただし、個人使用でしか使えないと思いますただし、個人使用でしか使えないと思いますただし、個人使用でしか使えないと思います

が。スマートフォンがノートパソコンの代わりが。スマートフォンがノートパソコンの代わりが。スマートフォンがノートパソコンの代わりが。スマートフォンがノートパソコンの代わり

になる日も着々と迫ってきているのですね。になる日も着々と迫ってきているのですね。になる日も着々と迫ってきているのですね。になる日も着々と迫ってきているのですね。

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

3月後半はとても天気が不安定で、寒い日が多かったで月後半はとても天気が不安定で、寒い日が多かったで月後半はとても天気が不安定で、寒い日が多かったで月後半はとても天気が不安定で、寒い日が多かったで

すね。すね。すね。すね。

3月も終わるというのに、こんなに寒いなんて。。月も終わるというのに、こんなに寒いなんて。。月も終わるというのに、こんなに寒いなんて。。月も終わるというのに、こんなに寒いなんて。。

春服を用意しようと思って洗濯したのが無駄になりまし春服を用意しようと思って洗濯したのが無駄になりまし春服を用意しようと思って洗濯したのが無駄になりまし春服を用意しようと思って洗濯したのが無駄になりまし

た（笑）とはいえ、とっても暖かい日も何日かありまして、た（笑）とはいえ、とっても暖かい日も何日かありまして、た（笑）とはいえ、とっても暖かい日も何日かありまして、た（笑）とはいえ、とっても暖かい日も何日かありまして、

桜の開花宣言も桜の開花宣言も桜の開花宣言も桜の開花宣言も3月月月月22日にありました。靖国神社の標本日にありました。靖国神社の標本日にありました。靖国神社の標本日にありました。靖国神社の標本

木（ソメイヨシノ）に開花した桜が木（ソメイヨシノ）に開花した桜が木（ソメイヨシノ）に開花した桜が木（ソメイヨシノ）に開花した桜が5～～～～6輪以上あると東京輪以上あると東京輪以上あると東京輪以上あると東京

は桜が開花となるそうです。昨年は確か、は桜が開花となるそうです。昨年は確か、は桜が開花となるそうです。昨年は確か、は桜が開花となるそうです。昨年は確か、3月の最後の月の最後の月の最後の月の最後の

週辺りには満開になっていたと記憶していますので、今週辺りには満開になっていたと記憶していますので、今週辺りには満開になっていたと記憶していますので、今週辺りには満開になっていたと記憶していますので、今

年お花見をするなら、年お花見をするなら、年お花見をするなら、年お花見をするなら、4/3，，，，4日（土・日）が最適だと思わ日（土・日）が最適だと思わ日（土・日）が最適だと思わ日（土・日）が最適だと思わ

れます。れます。れます。れます。

私は私は私は私は3/27日に一足先に見に行ってきました！！日に一足先に見に行ってきました！！日に一足先に見に行ってきました！！日に一足先に見に行ってきました！！

場所によっては場所によっては場所によっては場所によっては6～～～～7割花を咲かせている桜もありました割花を咲かせている桜もありました割花を咲かせている桜もありました割花を咲かせている桜もありました

が、まだまだが、まだまだが、まだまだが、まだまだ2～～～～3割の木が多くて、花見客も疎らでした。割の木が多くて、花見客も疎らでした。割の木が多くて、花見客も疎らでした。割の木が多くて、花見客も疎らでした。

毎年私は、墨田区錦糸町駅の近くにある錦糸公園で花毎年私は、墨田区錦糸町駅の近くにある錦糸公園で花毎年私は、墨田区錦糸町駅の近くにある錦糸公園で花毎年私は、墨田区錦糸町駅の近くにある錦糸公園で花

見をしていて、今年も同じところで夜桜を楽しみました。見をしていて、今年も同じところで夜桜を楽しみました。見をしていて、今年も同じところで夜桜を楽しみました。見をしていて、今年も同じところで夜桜を楽しみました。

といっても例年より少し早い花見でしたので、満開の桜といっても例年より少し早い花見でしたので、満開の桜といっても例年より少し早い花見でしたので、満開の桜といっても例年より少し早い花見でしたので、満開の桜

を満喫するって事にはなりませんでした。でも、また帰りを満喫するって事にはなりませんでした。でも、また帰りを満喫するって事にはなりませんでした。でも、また帰りを満喫するって事にはなりませんでした。でも、また帰り

道にでも寄り道したいですね。道にでも寄り道したいですね。道にでも寄り道したいですね。道にでも寄り道したいですね。

さて、さて、さて、さて、4月は年度が変わります。社内でも異動や仕事が月は年度が変わります。社内でも異動や仕事が月は年度が変わります。社内でも異動や仕事が月は年度が変わります。社内でも異動や仕事が

変わったりして、新しい環境に身を置く方も増えてくると変わったりして、新しい環境に身を置く方も増えてくると変わったりして、新しい環境に身を置く方も増えてくると変わったりして、新しい環境に身を置く方も増えてくると

思います。私は特に社内等で変化は無さそうですが、思います。私は特に社内等で変化は無さそうですが、思います。私は特に社内等で変化は無さそうですが、思います。私は特に社内等で変化は無さそうですが、

仕事では昨年度より少し成長をした自分をお見せでき仕事では昨年度より少し成長をした自分をお見せでき仕事では昨年度より少し成長をした自分をお見せでき仕事では昨年度より少し成長をした自分をお見せでき

るようにして行きたいなと思い、新年度を迎えたいと思るようにして行きたいなと思い、新年度を迎えたいと思るようにして行きたいなと思い、新年度を迎えたいと思るようにして行きたいなと思い、新年度を迎えたいと思

います！います！います！います！

弊社では、弊社では、弊社では、弊社では、ニュースレターニュースレターニュースレターニュースレターを発行を発行を発行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。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。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。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。

フタバビジネス株式会社

名前 ：北見大樹

年齢 ：28歳（勤続4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

現住所 ：江戸川区（最寄り駅は新小岩）

趣味 ：ダーツ（最近、また復活しました）

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！

★★★★ すぐに使える小ネタの紹介をしていきたいと思います！すぐに使える小ネタの紹介をしていきたいと思います！すぐに使える小ネタの紹介をしていきたいと思います！すぐに使える小ネタの紹介をしていきたいと思います！ ★★★★
4444月月月月1111日といえば日といえば日といえば日といえば…………エイプリルフール。嘘が蔓延しているこのエイプリルフール。嘘が蔓延しているこのエイプリルフール。嘘が蔓延しているこのエイプリルフール。嘘が蔓延しているこの

世の中（笑）ですが、嘘をついてもいいと公に言われている世の中（笑）ですが、嘘をついてもいいと公に言われている世の中（笑）ですが、嘘をついてもいいと公に言われている世の中（笑）ですが、嘘をついてもいいと公に言われている

のはこの日だけです。のはこの日だけです。のはこの日だけです。のはこの日だけです。

★エイプリルフールの楽しみ方★エイプリルフールの楽しみ方★エイプリルフールの楽しみ方★エイプリルフールの楽しみ方

エイプリルフール（エイプリルフール（エイプリルフール（エイプリルフール（April fool'sApril fool'sApril fool'sApril fool's DayDayDayDay）は全く起源は分）は全く起源は分）は全く起源は分）は全く起源は分

かっていないみたいです。今日では、かっていないみたいです。今日では、かっていないみたいです。今日では、かっていないみたいです。今日では、4/14/14/14/1日には嘘を日には嘘を日には嘘を日には嘘を

ついて良いとか、午前中（正午まで）までに限るとかっついて良いとか、午前中（正午まで）までに限るとかっついて良いとか、午前中（正午まで）までに限るとかっついて良いとか、午前中（正午まで）までに限るとかっ

て言われているそうです。毎回、このザツガクでは起て言われているそうです。毎回、このザツガクでは起て言われているそうです。毎回、このザツガクでは起て言われているそうです。毎回、このザツガクでは起

源について書いていますが、今回はエイプリルフール源について書いていますが、今回はエイプリルフール源について書いていますが、今回はエイプリルフール源について書いていますが、今回はエイプリルフール

の楽しみ方を紹介します。の楽しみ方を紹介します。の楽しみ方を紹介します。の楽しみ方を紹介します。毎年エイプリルフールにな毎年エイプリルフールにな毎年エイプリルフールにな毎年エイプリルフールにな

るとインターネットのウェブサイトがガラッと変わったりるとインターネットのウェブサイトがガラッと変わったりるとインターネットのウェブサイトがガラッと変わったりるとインターネットのウェブサイトがガラッと変わったり、、、、

ありもしないニュースが出回ったりありもしないニュースが出回ったりありもしないニュースが出回ったりありもしないニュースが出回ったりするのを知っていするのを知っていするのを知っていするのを知ってい

ますか？ますか？ますか？ますか？昨年も昨年も昨年も昨年もyahooや、や、や、や、googleマップ、無料動画のマップ、無料動画のマップ、無料動画のマップ、無料動画の

GyaOなどいろいろなサイトでエイプリルフール企画がなどいろいろなサイトでエイプリルフール企画がなどいろいろなサイトでエイプリルフール企画がなどいろいろなサイトでエイプリルフール企画が

あったようです。就業時間にはなかなか出来ないかもあったようです。就業時間にはなかなか出来ないかもあったようです。就業時間にはなかなか出来ないかもあったようです。就業時間にはなかなか出来ないかも

しれませんが、しれませんが、しれませんが、しれませんが、4/1日はネットサーフィンをすると案外日はネットサーフィンをすると案外日はネットサーフィンをすると案外日はネットサーフィンをすると案外

楽しい時間になるかもしれません。また、今流行のツ楽しい時間になるかもしれません。また、今流行のツ楽しい時間になるかもしれません。また、今流行のツ楽しい時間になるかもしれません。また、今流行のツ

イッターを使ってエイプリルフールを盛り上げようとしイッターを使ってエイプリルフールを盛り上げようとしイッターを使ってエイプリルフールを盛り上げようとしイッターを使ってエイプリルフールを盛り上げようとし

ているているているているJIFAFA（日本インターネットエイプリルフール協（日本インターネットエイプリルフール協（日本インターネットエイプリルフール協（日本インターネットエイプリルフール協

会）のページをチェックすれば、より楽しいエイプリル会）のページをチェックすれば、より楽しいエイプリル会）のページをチェックすれば、より楽しいエイプリル会）のページをチェックすれば、より楽しいエイプリル

フールを過ごすことが出来そうです。フールを過ごすことが出来そうです。フールを過ごすことが出来そうです。フールを過ごすことが出来そうです。

http://www.aprilfool.jp/

今年は、今年は、今年は、今年は、WebWebWebWeb上での盛り上がりに便乗してみましよう。上での盛り上がりに便乗してみましよう。上での盛り上がりに便乗してみましよう。上での盛り上がりに便乗してみましよう。

ザザザザ ツツツツ ククククガガガガ

編集者自己紹介

フタバビジネス ニュースレター

2010年4月号【【【【Vol.9】】】】

今回の小ネタは、もうすでに使っている方々今回の小ネタは、もうすでに使っている方々今回の小ネタは、もうすでに使っている方々今回の小ネタは、もうすでに使っている方々

が多数いらっしゃる。だからこそ知らないとが多数いらっしゃる。だからこそ知らないとが多数いらっしゃる。だからこそ知らないとが多数いらっしゃる。だからこそ知らないと

他には聞けない！？他には聞けない！？他には聞けない！？他には聞けない！？googleの無料サービスの無料サービスの無料サービスの無料サービス

の使い方を紹介していきたいと思います。の使い方を紹介していきたいと思います。の使い方を紹介していきたいと思います。の使い方を紹介していきたいと思います。

過去過去過去過去4回回回回googleについて紹介してきましたが、について紹介してきましたが、について紹介してきましたが、について紹介してきましたが、

皆様興味を持って頂けましたでしょうか？今皆様興味を持って頂けましたでしょうか？今皆様興味を持って頂けましたでしょうか？今皆様興味を持って頂けましたでしょうか？今

回は、携帯とグーグルをうまく使おう！とい回は、携帯とグーグルをうまく使おう！とい回は、携帯とグーグルをうまく使おう！とい回は、携帯とグーグルをうまく使おう！とい

ことで、メール編と、カレンダー編です。（たことで、メール編と、カレンダー編です。（たことで、メール編と、カレンダー編です。（たことで、メール編と、カレンダー編です。（た

だし、私が使って便利というレベルですがだし、私が使って便利というレベルですがだし、私が使って便利というレベルですがだし、私が使って便利というレベルですが…））））

メール編メール編メール編メール編 一時期、一時期、一時期、一時期、『『『『メールとインターネットメールとインターネットメールとインターネットメールとインターネット

を外出先でを外出先でを外出先でを外出先で』』』』という使用用途で、ネットブックという使用用途で、ネットブックという使用用途で、ネットブックという使用用途で、ネットブック

というパソコンが発売されました。私は全然というパソコンが発売されました。私は全然というパソコンが発売されました。私は全然というパソコンが発売されました。私は全然

興味が無かったので、そちらの使用感は分興味が無かったので、そちらの使用感は分興味が無かったので、そちらの使用感は分興味が無かったので、そちらの使用感は分

かりませんがかりませんがかりませんがかりませんが…

外出先でのメールにもってこいなのが外出先でのメールにもってこいなのが外出先でのメールにもってこいなのが外出先でのメールにもってこいなのがGmail

です。なぜなら、携帯電話からメールが送れです。なぜなら、携帯電話からメールが送れです。なぜなら、携帯電話からメールが送れです。なぜなら、携帯電話からメールが送れ

るからです。ノートブックを立ち上げる時間るからです。ノートブックを立ち上げる時間るからです。ノートブックを立ち上げる時間るからです。ノートブックを立ち上げる時間

はいらないですし、小さいキーボードを打つはいらないですし、小さいキーボードを打つはいらないですし、小さいキーボードを打つはいらないですし、小さいキーボードを打つ

苦労と携帯電話のキーを押す苦労どちらも苦労と携帯電話のキーを押す苦労どちらも苦労と携帯電話のキーを押す苦労どちらも苦労と携帯電話のキーを押す苦労どちらも

変わらない気がします。変わらない気がします。変わらない気がします。変わらない気がします。メールアドレスは設メールアドレスは設メールアドレスは設メールアドレスは設

定さえすれば、会社で割り当てられたアドレ定さえすれば、会社で割り当てられたアドレ定さえすれば、会社で割り当てられたアドレ定さえすれば、会社で割り当てられたアドレ

スでも送れますし、署名も入りますスでも送れますし、署名も入りますスでも送れますし、署名も入りますスでも送れますし、署名も入ります。。。。携帯電携帯電携帯電携帯電

話でメールを打つのが当たり前の昨今。話でメールを打つのが当たり前の昨今。話でメールを打つのが当たり前の昨今。話でメールを打つのが当たり前の昨今。

普通にメール送信が携帯電話から出来るの普通にメール送信が携帯電話から出来るの普通にメール送信が携帯電話から出来るの普通にメール送信が携帯電話から出来るの

を使わない手はないですよね。これは、スを使わない手はないですよね。これは、スを使わない手はないですよね。これは、スを使わない手はないですよね。これは、ス

マートフォンでなくても簡単にできますよ。さマートフォンでなくても簡単にできますよ。さマートフォンでなくても簡単にできますよ。さマートフォンでなくても簡単にできますよ。さ

らに、受信メールを携帯電話へ転送する設らに、受信メールを携帯電話へ転送する設らに、受信メールを携帯電話へ転送する設らに、受信メールを携帯電話へ転送する設

定にしておけば、携帯電話があれば送受信定にしておけば、携帯電話があれば送受信定にしておけば、携帯電話があれば送受信定にしておけば、携帯電話があれば送受信

ははははOKですね！（電池の持ちが悪くなりますですね！（電池の持ちが悪くなりますですね！（電池の持ちが悪くなりますですね！（電池の持ちが悪くなります

がががが…））））

カレンダー編カレンダー編カレンダー編カレンダー編 こちらは、スマートフォンでのこちらは、スマートフォンでのこちらは、スマートフォンでのこちらは、スマートフォンでの

話。最近は話。最近は話。最近は話。最近はiPhone、アンドロイドなどのス、アンドロイドなどのス、アンドロイドなどのス、アンドロイドなどのス

マートフォンの話が世間でも多く聞かれます。マートフォンの話が世間でも多く聞かれます。マートフォンの話が世間でも多く聞かれます。マートフォンの話が世間でも多く聞かれます。

ミーハーな方で無くても、普通に皆さん持っミーハーな方で無くても、普通に皆さん持っミーハーな方で無くても、普通に皆さん持っミーハーな方で無くても、普通に皆さん持っ

ている方が増えてきていますよね。私はアンている方が増えてきていますよね。私はアンている方が増えてきていますよね。私はアンている方が増えてきていますよね。私はアン

ドロイド携帯を少し前に購入しました。そのドロイド携帯を少し前に購入しました。そのドロイド携帯を少し前に購入しました。そのドロイド携帯を少し前に購入しました。その

中で便利に使っているのはカレンダーです。中で便利に使っているのはカレンダーです。中で便利に使っているのはカレンダーです。中で便利に使っているのはカレンダーです。

こちらはオフラインでも使えるようになっていこちらはオフラインでも使えるようになっていこちらはオフラインでも使えるようになっていこちらはオフラインでも使えるようになってい

て、気がついたときに予定を入れておきます。て、気がついたときに予定を入れておきます。て、気がついたときに予定を入れておきます。て、気がついたときに予定を入れておきます。

電話が通じるようになったら、勝手に同期し電話が通じるようになったら、勝手に同期し電話が通じるようになったら、勝手に同期し電話が通じるようになったら、勝手に同期し

て、て、て、て、googleカレンダーと同期します。大きなカレンダーと同期します。大きなカレンダーと同期します。大きなカレンダーと同期します。大きな

手帳を持ち歩き、スケジュール管理をしてい手帳を持ち歩き、スケジュール管理をしてい手帳を持ち歩き、スケジュール管理をしてい手帳を持ち歩き、スケジュール管理をしてい

る方で、スマートスマートフォンをお使いのる方で、スマートスマートフォンをお使いのる方で、スマートスマートフォンをお使いのる方で、スマートスマートフォンをお使いの

方は、カレンダーを使うととても便利になると方は、カレンダーを使うととても便利になると方は、カレンダーを使うととても便利になると方は、カレンダーを使うととても便利になると

思います。思います。思います。思います。

ただし、個人使用でしか使えないと思いますただし、個人使用でしか使えないと思いますただし、個人使用でしか使えないと思いますただし、個人使用でしか使えないと思います

が。スマートフォンがノートパソコンの代わりが。スマートフォンがノートパソコンの代わりが。スマートフォンがノートパソコンの代わりが。スマートフォンがノートパソコンの代わり

になる日も着々と迫ってきているのですね。になる日も着々と迫ってきているのですね。になる日も着々と迫ってきているのですね。になる日も着々と迫ってきているのですね。

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

3月後半はとても天気が不安定で、寒い日が多かったで月後半はとても天気が不安定で、寒い日が多かったで月後半はとても天気が不安定で、寒い日が多かったで月後半はとても天気が不安定で、寒い日が多かったで

すね。すね。すね。すね。

3月も終わるというのに、こんなに寒いなんて。。月も終わるというのに、こんなに寒いなんて。。月も終わるというのに、こんなに寒いなんて。。月も終わるというのに、こんなに寒いなんて。。

春服を用意しようと思って洗濯したのが無駄になりまし春服を用意しようと思って洗濯したのが無駄になりまし春服を用意しようと思って洗濯したのが無駄になりまし春服を用意しようと思って洗濯したのが無駄になりまし

た（笑）とはいえ、とっても暖かい日も何日かありまして、た（笑）とはいえ、とっても暖かい日も何日かありまして、た（笑）とはいえ、とっても暖かい日も何日かありまして、た（笑）とはいえ、とっても暖かい日も何日かありまして、

桜の開花宣言も桜の開花宣言も桜の開花宣言も桜の開花宣言も3月月月月22日にありました。靖国神社の標本日にありました。靖国神社の標本日にありました。靖国神社の標本日にありました。靖国神社の標本

木（ソメイヨシノ）に開花した桜が木（ソメイヨシノ）に開花した桜が木（ソメイヨシノ）に開花した桜が木（ソメイヨシノ）に開花した桜が5～～～～6輪以上あると東京輪以上あると東京輪以上あると東京輪以上あると東京

は桜が開花となるそうです。昨年は確か、は桜が開花となるそうです。昨年は確か、は桜が開花となるそうです。昨年は確か、は桜が開花となるそうです。昨年は確か、3月の最後の月の最後の月の最後の月の最後の

週辺りには満開になっていたと記憶していますので、今週辺りには満開になっていたと記憶していますので、今週辺りには満開になっていたと記憶していますので、今週辺りには満開になっていたと記憶していますので、今

年お花見をするなら、年お花見をするなら、年お花見をするなら、年お花見をするなら、4/3，，，，4日（土・日）が最適だと思わ日（土・日）が最適だと思わ日（土・日）が最適だと思わ日（土・日）が最適だと思わ

れます。れます。れます。れます。

私は私は私は私は3/27日に一足先に見に行ってきました！！日に一足先に見に行ってきました！！日に一足先に見に行ってきました！！日に一足先に見に行ってきました！！

場所によっては場所によっては場所によっては場所によっては6～～～～7割花を咲かせている桜もありました割花を咲かせている桜もありました割花を咲かせている桜もありました割花を咲かせている桜もありました

が、まだまだが、まだまだが、まだまだが、まだまだ2～～～～3割の木が多くて、花見客も疎らでした。割の木が多くて、花見客も疎らでした。割の木が多くて、花見客も疎らでした。割の木が多くて、花見客も疎らでした。

毎年私は、墨田区錦糸町駅の近くにある錦糸公園で花毎年私は、墨田区錦糸町駅の近くにある錦糸公園で花毎年私は、墨田区錦糸町駅の近くにある錦糸公園で花毎年私は、墨田区錦糸町駅の近くにある錦糸公園で花

見をしていて、今年も同じところで夜桜を楽しみました。見をしていて、今年も同じところで夜桜を楽しみました。見をしていて、今年も同じところで夜桜を楽しみました。見をしていて、今年も同じところで夜桜を楽しみました。

といっても例年より少し早い花見でしたので、満開の桜といっても例年より少し早い花見でしたので、満開の桜といっても例年より少し早い花見でしたので、満開の桜といっても例年より少し早い花見でしたので、満開の桜

を満喫するって事にはなりませんでした。でも、また帰りを満喫するって事にはなりませんでした。でも、また帰りを満喫するって事にはなりませんでした。でも、また帰りを満喫するって事にはなりませんでした。でも、また帰り

道にでも寄り道したいですね。道にでも寄り道したいですね。道にでも寄り道したいですね。道にでも寄り道したいですね。

さて、さて、さて、さて、4月は年度が変わります。社内でも異動や仕事が月は年度が変わります。社内でも異動や仕事が月は年度が変わります。社内でも異動や仕事が月は年度が変わります。社内でも異動や仕事が

変わったりして、新しい環境に身を置く方も増えてくると変わったりして、新しい環境に身を置く方も増えてくると変わったりして、新しい環境に身を置く方も増えてくると変わったりして、新しい環境に身を置く方も増えてくると

思います。私は特に社内等で変化は無さそうですが、思います。私は特に社内等で変化は無さそうですが、思います。私は特に社内等で変化は無さそうですが、思います。私は特に社内等で変化は無さそうですが、

仕事では昨年度より少し成長をした自分をお見せでき仕事では昨年度より少し成長をした自分をお見せでき仕事では昨年度より少し成長をした自分をお見せでき仕事では昨年度より少し成長をした自分をお見せでき

るようにして行きたいなと思い、新年度を迎えたいと思るようにして行きたいなと思い、新年度を迎えたいと思るようにして行きたいなと思い、新年度を迎えたいと思るようにして行きたいなと思い、新年度を迎えたいと思

います！います！います！います！

弊社では、弊社では、弊社では、弊社では、ニュースレターニュースレターニュースレターニュースレターを発行を発行を発行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。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。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。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。



ご無沙汰でした○○に行って来ましたを今月は書き

ます！

完全にプライベートで行って来ました。海ほたる。

『東京湾に浮かぶパーキングエリア』と言うことですが、

ものすごく大きかったです！城塞っていうのは、私の

勝手なイメージで、言葉としては適してないかもしれ

ませんが…まるで軍艦のような施設です。

昔は通るだけでも高いというイメージがありましたが、

ETC割引のおかげで、かなり安く通過することができ

ました。海ほたる内も、ETC割引のおかげかかなり賑

わっていました。すっかり観光名所と言う感じでしょう

か。

5フロアに分かれていて、1～3Fは駐車場中心。4～5F

に食事や買い物が出来るスペースがあります。ゲー

ムセンターまであって、・・・って感じになりつつ、お土

産屋さんに立ち寄りたかったのですが、全然立ち寄

れないくらいの人が居ました。ただ、食事を売ってい

るところなんかはあんまり人は入っていなくて、やはり

財布の紐は固いんだろうな～と。5Fへ行きますと、海

に浮かんでるって表現がぴったりの景色が待ってい

ました。

すぐに浮かんだ言葉は…

『こんなところにこんな物を作って、さすが人間だな…』

でした。ちょっと皮肉ですが（笑）いやしかし、人の力

は凄いのですね。上の写真の風景は現場で見るとか

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！

編集者編集者編集者編集者 北見から一読頂いた皆様へ北見から一読頂いた皆様へ北見から一読頂いた皆様へ北見から一読頂いた皆様へ

御返信頂いたお客様の声をニュースレター上でご紹介する事があ

ご無沙汰でした○○に行って来ましたを今月は書き

ます！

完全にプライベートで行って来ました。海ほたる。

『東京湾に浮かぶパーキングエリア』と言うことですが、

ものすごく大きかったです！城塞っていうのは、私の

勝手なイメージで、言葉としては適してないかもしれ

ませんが…まるで軍艦のような施設です。

昔は通るだけでも高いというイメージがありましたが、

ETC割引のおかげで、かなり安く通過することができ

ました。海ほたる内も、ETC割引のおかげかかなり賑

わっていました。すっかり観光名所と言う感じでしょう

か。

5フロアに分かれていて、1～3Fは駐車場中心。4～5F

に食事や買い物が出来るスペースがあります。ゲー

ムセンターまであって、・・・って感じになりつつ、お土

産屋さんに立ち寄りたかったのですが、全然立ち寄

れないくらいの人が居ました。ただ、食事を売ってい

るところなんかはあんまり人は入っていなくて、やはり

財布の紐は固いんだろうな～と。5Fへ行きますと、海

に浮かんでるって表現がぴったりの景色が待ってい

ました。

すぐに浮かんだ言葉は…

『こんなところにこんな物を作って、さすが人間だな…』

でした。ちょっと皮肉ですが（笑）いやしかし、人の力

は凄いのですね。上の写真の風景は現場で見るとか

なり迫力あります。海の上ってことでかなり風が強

かったですが、この景色を見たことない方は一度は見

ておいても良いかと思います。私はここに来て、人が

作り出すものについてちょこっとだけ考えさせられまし

た。

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！

編集者編集者編集者編集者 北見から一読頂いた皆様へ北見から一読頂いた皆様へ北見から一読頂いた皆様へ北見から一読頂いた皆様へ

FAX:03-3818-3534 フタバビジネス 北見宛
御返信頂いたお客様の声をニュースレター上でご紹介する事があ

りますが、ご了承下さいませ。

ご無沙汰でした○○に行って来ましたを今月は書き

ます！

完全にプライベートで行って来ました。海ほたる。

『東京湾に浮かぶパーキングエリア』と言うことですが、

ものすごく大きかったです！城塞っていうのは、私の

勝手なイメージで、言葉としては適してないかもしれ

ませんが…まるで軍艦のような施設です。

昔は通るだけでも高いというイメージがありましたが、

ETC割引のおかげで、かなり安く通過することができ

ました。海ほたる内も、ETC割引のおかげかかなり賑

わっていました。すっかり観光名所と言う感じでしょう

か。

5フロアに分かれていて、1～3Fは駐車場中心。4～5F

に食事や買い物が出来るスペースがあります。ゲー

ムセンターまであって、・・・って感じになりつつ、お土

産屋さんに立ち寄りたかったのですが、全然立ち寄

れないくらいの人が居ました。ただ、食事を売ってい

るところなんかはあんまり人は入っていなくて、やはり

財布の紐は固いんだろうな～と。5Fへ行きますと、海

に浮かんでるって表現がぴったりの景色が待ってい

ました。

すぐに浮かんだ言葉は…

『こんなところにこんな物を作って、さすが人間だな…』

でした。ちょっと皮肉ですが（笑）いやしかし、人の力

は凄いのですね。上の写真の風景は現場で見るとか

なり迫力あります。海の上ってことでかなり風が強

かったですが、この景色を見たことない方は一度は見

ておいても良いかと思います。私はここに来て、人が

作り出すものについてちょこっとだけ考えさせられまし

た。


