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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。

最近のニュースレターは、天気の話題ばかりです。いや、最近のニュースレターは、天気の話題ばかりです。いや、最近のニュースレターは、天気の話題ばかりです。いや、最近のニュースレターは、天気の話題ばかりです。いや、

ほんとに変な天候が続いてますね。暑かったり、寒かっほんとに変な天候が続いてますね。暑かったり、寒かっほんとに変な天候が続いてますね。暑かったり、寒かっほんとに変な天候が続いてますね。暑かったり、寒かっ

たりが一日で変わるものですから、ほんとに体調が優たりが一日で変わるものですから、ほんとに体調が優たりが一日で変わるものですから、ほんとに体調が優たりが一日で変わるものですから、ほんとに体調が優

れません。風邪気味がずっと続いている感じです。れません。風邪気味がずっと続いている感じです。れません。風邪気味がずっと続いている感じです。れません。風邪気味がずっと続いている感じです。4月月月月

中旬に雪が降るのも初めて見ました。中旬に雪が降るのも初めて見ました。中旬に雪が降るのも初めて見ました。中旬に雪が降るのも初めて見ました。

皆様の中にも体調を崩しているかたもいらっしゃるかと皆様の中にも体調を崩しているかたもいらっしゃるかと皆様の中にも体調を崩しているかたもいらっしゃるかと皆様の中にも体調を崩しているかたもいらっしゃるかと

思います。外出前に天気と気温のチェックを忘れず思います。外出前に天気と気温のチェックを忘れず思います。外出前に天気と気温のチェックを忘れず思います。外出前に天気と気温のチェックを忘れず

に！！まだまだコートの出番は続きそうです。に！！まだまだコートの出番は続きそうです。に！！まだまだコートの出番は続きそうです。に！！まだまだコートの出番は続きそうです。

寒い日が多いので、なんとなくそんな気がしないのです寒い日が多いので、なんとなくそんな気がしないのです寒い日が多いので、なんとなくそんな気がしないのです寒い日が多いので、なんとなくそんな気がしないのです

が、もうすぐゴールデンウィークだったりしますね（笑）こが、もうすぐゴールデンウィークだったりしますね（笑）こが、もうすぐゴールデンウィークだったりしますね（笑）こが、もうすぐゴールデンウィークだったりしますね（笑）こ

のニュースレターが手元に届くのはゴールデンウィークのニュースレターが手元に届くのはゴールデンウィークのニュースレターが手元に届くのはゴールデンウィークのニュースレターが手元に届くのはゴールデンウィーク

明けでしょうか？皆様良いお休みを過ごされたのだと思明けでしょうか？皆様良いお休みを過ごされたのだと思明けでしょうか？皆様良いお休みを過ごされたのだと思明けでしょうか？皆様良いお休みを過ごされたのだと思

いますが、、、いますが、、、いますが、、、いますが、、、

私はどこかに行ったのでしょうか（笑）今ニュースレターを私はどこかに行ったのでしょうか（笑）今ニュースレターを私はどこかに行ったのでしょうか（笑）今ニュースレターを私はどこかに行ったのでしょうか（笑）今ニュースレターを

編集している現時点で予定あんまり無いのです編集している現時点で予定あんまり無いのです編集している現時点で予定あんまり無いのです編集している現時点で予定あんまり無いのです… キットキットキットキット

友達の家にでも行ってのんびりしていることでしょう。友達の家にでも行ってのんびりしていることでしょう。友達の家にでも行ってのんびりしていることでしょう。友達の家にでも行ってのんびりしていることでしょう。5月も月も月も月も

後半になると、梅雨とそしてそのうちすぐに、私が最も不得後半になると、梅雨とそしてそのうちすぐに、私が最も不得後半になると、梅雨とそしてそのうちすぐに、私が最も不得後半になると、梅雨とそしてそのうちすぐに、私が最も不得

意とする、夏がやって来ます。ゴールデンウィークはゆっく意とする、夏がやって来ます。ゴールデンウィークはゆっく意とする、夏がやって来ます。ゴールデンウィークはゆっく意とする、夏がやって来ます。ゴールデンウィークはゆっく

り過ごして英気を養いたいと思います。そして梅雨時は、り過ごして英気を養いたいと思います。そして梅雨時は、り過ごして英気を養いたいと思います。そして梅雨時は、り過ごして英気を養いたいと思います。そして梅雨時は、

菖蒲の花が咲きます。我が地元葛飾の水元公園では、菖蒲の花が咲きます。我が地元葛飾の水元公園では、菖蒲の花が咲きます。我が地元葛飾の水元公園では、菖蒲の花が咲きます。我が地元葛飾の水元公園では、6

月に菖蒲まつりが開催されてます。他にも堀切菖蒲園とい月に菖蒲まつりが開催されてます。他にも堀切菖蒲園とい月に菖蒲まつりが開催されてます。他にも堀切菖蒲園とい月に菖蒲まつりが開催されてます。他にも堀切菖蒲園とい

う公園があり、こちらもう公園があり、こちらもう公園があり、こちらもう公園があり、こちらも6月に堀切かつしか菖蒲まつりとい月に堀切かつしか菖蒲まつりとい月に堀切かつしか菖蒲まつりとい月に堀切かつしか菖蒲まつりとい

う催しが開催されます。桜もいいけど、葛飾では菖蒲もアう催しが開催されます。桜もいいけど、葛飾では菖蒲もアう催しが開催されます。桜もいいけど、葛飾では菖蒲もアう催しが開催されます。桜もいいけど、葛飾では菖蒲もア

ツイです！！是非時間があるかたは、見に行ってみてはツイです！！是非時間があるかたは、見に行ってみてはツイです！！是非時間があるかたは、見に行ってみてはツイです！！是非時間があるかたは、見に行ってみては

いかがでしょうか？？いかがでしょうか？？いかがでしょうか？？いかがでしょうか？？

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！ ★★★★
5555月といえば月といえば月といえば月といえば…………こどもの日でしょうか？こどもの日でしょうか？こどもの日でしょうか？こどもの日でしょうか？3333月に雛祭りのことを月に雛祭りのことを月に雛祭りのことを月に雛祭りのことを

書いたので、その続きみたいな感じで調べてみました。書いたので、その続きみたいな感じで調べてみました。書いたので、その続きみたいな感じで調べてみました。書いたので、その続きみたいな感じで調べてみました。

★端午の節句の由来★端午の節句の由来★端午の節句の由来★端午の節句の由来

雛祭りが桃の節句なら、こどもの日は菖蒲の節句で雛祭りが桃の節句なら、こどもの日は菖蒲の節句で雛祭りが桃の節句なら、こどもの日は菖蒲の節句で雛祭りが桃の節句なら、こどもの日は菖蒲の節句で

す。○○の節句とは、季節の節目に身のけがれを祓す。○○の節句とは、季節の節目に身のけがれを祓す。○○の節句とは、季節の節目に身のけがれを祓す。○○の節句とは、季節の節目に身のけがれを祓

う行事なんですね。やはり起源は今の中国です。日う行事なんですね。やはり起源は今の中国です。日う行事なんですね。やはり起源は今の中国です。日う行事なんですね。やはり起源は今の中国です。日

本では、鎌倉時代頃から、菖蒲と尚武の音が同じや、本では、鎌倉時代頃から、菖蒲と尚武の音が同じや、本では、鎌倉時代頃から、菖蒲と尚武の音が同じや、本では、鎌倉時代頃から、菖蒲と尚武の音が同じや、

読み方が同じなどのことから、男の子の成長を祝う節読み方が同じなどのことから、男の子の成長を祝う節読み方が同じなどのことから、男の子の成長を祝う節読み方が同じなどのことから、男の子の成長を祝う節

句としての位置づけに。句としての位置づけに。句としての位置づけに。句としての位置づけに。

江戸時代になると、幕府は江戸時代になると、幕府は江戸時代になると、幕府は江戸時代になると、幕府は5/55/55/55/5日を重要な日として定日を重要な日として定日を重要な日として定日を重要な日として定

める。この日には大名や旗本などがお祝いの品等をめる。この日には大名や旗本などがお祝いの品等をめる。この日には大名や旗本などがお祝いの品等をめる。この日には大名や旗本などがお祝いの品等を

携え江戸城に出向くようになる。これ以降、武家に男携え江戸城に出向くようになる。これ以降、武家に男携え江戸城に出向くようになる。これ以降、武家に男携え江戸城に出向くようになる。これ以降、武家に男

が生まれると、門前に馬印や幟を立ててお祝いした。が生まれると、門前に馬印や幟を立ててお祝いした。が生まれると、門前に馬印や幟を立ててお祝いした。が生まれると、門前に馬印や幟を立ててお祝いした。

（男が生まれることがこの時代とてもめでたいことだっ（男が生まれることがこの時代とてもめでたいことだっ（男が生まれることがこの時代とてもめでたいことだっ（男が生まれることがこの時代とてもめでたいことだっ

た）現在では、鎧、兜、刀、武者人形や金太郎を模した）現在では、鎧、兜、刀、武者人形や金太郎を模した）現在では、鎧、兜、刀、武者人形や金太郎を模した）現在では、鎧、兜、刀、武者人形や金太郎を模し

た五月人形などを室内に飾り、庭前にこいのぼりを立た五月人形などを室内に飾り、庭前にこいのぼりを立た五月人形などを室内に飾り、庭前にこいのぼりを立た五月人形などを室内に飾り、庭前にこいのぼりを立

てるのが一般的な祝いかたです。人形は雛祭りと同てるのが一般的な祝いかたです。人形は雛祭りと同てるのが一般的な祝いかたです。人形は雛祭りと同てるのが一般的な祝いかたです。人形は雛祭りと同

様、厄除けの意味があり、こいのぼりは中国の故事、様、厄除けの意味があり、こいのぼりは中国の故事、様、厄除けの意味があり、こいのぼりは中国の故事、様、厄除けの意味があり、こいのぼりは中国の故事、

鯉の滝登り（登竜門）からきていて、立身出世の象徴鯉の滝登り（登竜門）からきていて、立身出世の象徴鯉の滝登り（登竜門）からきていて、立身出世の象徴鯉の滝登り（登竜門）からきていて、立身出世の象徴

でもあります。菖蒲は、強い香気で厄を払うということでもあります。菖蒲は、強い香気で厄を払うということでもあります。菖蒲は、強い香気で厄を払うということでもあります。菖蒲は、強い香気で厄を払うということ

で、この日に菖蒲湯にはいる習慣もあります。基本的で、この日に菖蒲湯にはいる習慣もあります。基本的で、この日に菖蒲湯にはいる習慣もあります。基本的で、この日に菖蒲湯にはいる習慣もあります。基本的

には桃の節句と同じ意味があり、どちらも子供に対すには桃の節句と同じ意味があり、どちらも子供に対すには桃の節句と同じ意味があり、どちらも子供に対すには桃の節句と同じ意味があり、どちらも子供に対す

る愛が感じられる日となっています。る愛が感じられる日となっています。る愛が感じられる日となっています。る愛が感じられる日となっています。
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編集者自己紹介

フタバビジネス ニュースレター
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今回は、社内でちょっとしたブームに今回は、社内でちょっとしたブームに今回は、社内でちょっとしたブームに今回は、社内でちょっとしたブームに

なっているゲームを紹介します。なっているゲームを紹介します。なっているゲームを紹介します。なっているゲームを紹介します。

でも、オフィスで使えるかどうかはでも、オフィスで使えるかどうかはでも、オフィスで使えるかどうかはでも、オフィスで使えるかどうかは…………

（笑）（笑）（笑）（笑）

ケータイ国盗り合戦ケータイ国盗り合戦ケータイ国盗り合戦ケータイ国盗り合戦

少し前からですが、歴女という言葉が少し前からですが、歴女という言葉が少し前からですが、歴女という言葉が少し前からですが、歴女という言葉が

使われ始めました。この使われ始めました。この使われ始めました。この使われ始めました。この『『『『歴女歴女歴女歴女』』』』意味は、意味は、意味は、意味は、

歴史好きな女子という意味です。その歴史好きな女子という意味です。その歴史好きな女子という意味です。その歴史好きな女子という意味です。その

まんまですが。。三国志の登場人物やまんまですが。。三国志の登場人物やまんまですが。。三国志の登場人物やまんまですが。。三国志の登場人物や

日本の戦国時代の武将に関心のある日本の戦国時代の武将に関心のある日本の戦国時代の武将に関心のある日本の戦国時代の武将に関心のある

というのは男性の方が多かったと思いというのは男性の方が多かったと思いというのは男性の方が多かったと思いというのは男性の方が多かったと思い

ますが、最近は女性にも人気なんです。ますが、最近は女性にも人気なんです。ますが、最近は女性にも人気なんです。ますが、最近は女性にも人気なんです。

で、今注目の戦国時代と言えば合戦でで、今注目の戦国時代と言えば合戦でで、今注目の戦国時代と言えば合戦でで、今注目の戦国時代と言えば合戦で

あり陣地盗りです。あり陣地盗りです。あり陣地盗りです。あり陣地盗りです。

これを現代風に、携帯電話で陣地盗りこれを現代風に、携帯電話で陣地盗りこれを現代風に、携帯電話で陣地盗りこれを現代風に、携帯電話で陣地盗り

ができるようにしたのが、ケータイ国盗ができるようにしたのが、ケータイ国盗ができるようにしたのが、ケータイ国盗ができるようにしたのが、ケータイ国盗

り合戦です。登録は、り合戦です。登録は、り合戦です。登録は、り合戦です。登録は、http://kntr.jp/にににに

携帯電話からアクセスして登録するか、携帯電話からアクセスして登録するか、携帯電話からアクセスして登録するか、携帯電話からアクセスして登録するか、

すでに登録済みの人から招待してもらすでに登録済みの人から招待してもらすでに登録済みの人から招待してもらすでに登録済みの人から招待してもら

うとゲームを始められます。もちろん無うとゲームを始められます。もちろん無うとゲームを始められます。もちろん無うとゲームを始められます。もちろん無

料です。（招待すると、良いことがありま料です。（招待すると、良いことがありま料です。（招待すると、良いことがありま料です。（招待すると、良いことがありま

すよ）すよ）すよ）すよ）

やり方はとっても簡単で、携帯電話のやり方はとっても簡単で、携帯電話のやり方はとっても簡単で、携帯電話のやり方はとっても簡単で、携帯電話の

電波が入るところで、サイトにアクセス電波が入るところで、サイトにアクセス電波が入るところで、サイトにアクセス電波が入るところで、サイトにアクセス

して、国盗りをするだけ。国盗りというして、国盗りをするだけ。国盗りというして、国盗りをするだけ。国盗りというして、国盗りをするだけ。国盗りという

のは、携帯電話の位置の情報を受信しのは、携帯電話の位置の情報を受信しのは、携帯電話の位置の情報を受信しのは、携帯電話の位置の情報を受信し

て日本全国て日本全国て日本全国て日本全国600600600600箇所に分かれた国を一箇所に分かれた国を一箇所に分かれた国を一箇所に分かれた国を一

つずつ自分の陣地にしていくことです。つずつ自分の陣地にしていくことです。つずつ自分の陣地にしていくことです。つずつ自分の陣地にしていくことです。

人にとられたりはないのですが、同じ国人にとられたりはないのですが、同じ国人にとられたりはないのですが、同じ国人にとられたりはないのですが、同じ国

や場所でアクセスしても、新しい国は増や場所でアクセスしても、新しい国は増や場所でアクセスしても、新しい国は増や場所でアクセスしても、新しい国は増

えません。全国統一を目指してゲームえません。全国統一を目指してゲームえません。全国統一を目指してゲームえません。全国統一を目指してゲーム

をしていきます。北海道から沖縄まであをしていきます。北海道から沖縄まであをしていきます。北海道から沖縄まであをしていきます。北海道から沖縄まであ

りますので、なかなか全国統一は難しりますので、なかなか全国統一は難しりますので、なかなか全国統一は難しりますので、なかなか全国統一は難し

いです。一見つまらなく思うかも知れまいです。一見つまらなく思うかも知れまいです。一見つまらなく思うかも知れまいです。一見つまらなく思うかも知れま

せんが、私は結構はまってしまっていせんが、私は結構はまってしまっていせんが、私は結構はまってしまっていせんが、私は結構はまってしまってい

ます！先日は電車内に国盗り川柳のます！先日は電車内に国盗り川柳のます！先日は電車内に国盗り川柳のます！先日は電車内に国盗り川柳の

入賞作品の中吊りがあって、思わず共入賞作品の中吊りがあって、思わず共入賞作品の中吊りがあって、思わず共入賞作品の中吊りがあって、思わず共

感しつつ流行っているゲームだなと実感しつつ流行っているゲームだなと実感しつつ流行っているゲームだなと実感しつつ流行っているゲームだなと実

感しました。感しました。感しました。感しました。

移動距離が少ない人には不向きの点移動距離が少ない人には不向きの点移動距離が少ない人には不向きの点移動距離が少ない人には不向きの点

もありますが、いつもの移動だけではなもありますが、いつもの移動だけではなもありますが、いつもの移動だけではなもありますが、いつもの移動だけではな

く、ちょっとした遠出をしてみようかなとく、ちょっとした遠出をしてみようかなとく、ちょっとした遠出をしてみようかなとく、ちょっとした遠出をしてみようかなと

思わせるゲームではあります。是非興思わせるゲームではあります。是非興思わせるゲームではあります。是非興思わせるゲームではあります。是非興

味のある方はやってみて下さい！味のある方はやってみて下さい！味のある方はやってみて下さい！味のある方はやってみて下さい！

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。

最近のニュースレターは、天気の話題ばかりです。いや、最近のニュースレターは、天気の話題ばかりです。いや、最近のニュースレターは、天気の話題ばかりです。いや、最近のニュースレターは、天気の話題ばかりです。いや、

ほんとに変な天候が続いてますね。暑かったり、寒かっほんとに変な天候が続いてますね。暑かったり、寒かっほんとに変な天候が続いてますね。暑かったり、寒かっほんとに変な天候が続いてますね。暑かったり、寒かっ

たりが一日で変わるものですから、ほんとに体調が優たりが一日で変わるものですから、ほんとに体調が優たりが一日で変わるものですから、ほんとに体調が優たりが一日で変わるものですから、ほんとに体調が優

れません。風邪気味がずっと続いている感じです。れません。風邪気味がずっと続いている感じです。れません。風邪気味がずっと続いている感じです。れません。風邪気味がずっと続いている感じです。4月月月月

中旬に雪が降るのも初めて見ました。中旬に雪が降るのも初めて見ました。中旬に雪が降るのも初めて見ました。中旬に雪が降るのも初めて見ました。

皆様の中にも体調を崩しているかたもいらっしゃるかと皆様の中にも体調を崩しているかたもいらっしゃるかと皆様の中にも体調を崩しているかたもいらっしゃるかと皆様の中にも体調を崩しているかたもいらっしゃるかと

思います。外出前に天気と気温のチェックを忘れず思います。外出前に天気と気温のチェックを忘れず思います。外出前に天気と気温のチェックを忘れず思います。外出前に天気と気温のチェックを忘れず

に！！まだまだコートの出番は続きそうです。に！！まだまだコートの出番は続きそうです。に！！まだまだコートの出番は続きそうです。に！！まだまだコートの出番は続きそうです。

寒い日が多いので、なんとなくそんな気がしないのです寒い日が多いので、なんとなくそんな気がしないのです寒い日が多いので、なんとなくそんな気がしないのです寒い日が多いので、なんとなくそんな気がしないのです

が、もうすぐゴールデンウィークだったりしますね（笑）こが、もうすぐゴールデンウィークだったりしますね（笑）こが、もうすぐゴールデンウィークだったりしますね（笑）こが、もうすぐゴールデンウィークだったりしますね（笑）こ

のニュースレターが手元に届くのはゴールデンウィークのニュースレターが手元に届くのはゴールデンウィークのニュースレターが手元に届くのはゴールデンウィークのニュースレターが手元に届くのはゴールデンウィーク

明けでしょうか？皆様良いお休みを過ごされたのだと思明けでしょうか？皆様良いお休みを過ごされたのだと思明けでしょうか？皆様良いお休みを過ごされたのだと思明けでしょうか？皆様良いお休みを過ごされたのだと思

いますが、、、いますが、、、いますが、、、いますが、、、

私はどこかに行ったのでしょうか（笑）今ニュースレターを私はどこかに行ったのでしょうか（笑）今ニュースレターを私はどこかに行ったのでしょうか（笑）今ニュースレターを私はどこかに行ったのでしょうか（笑）今ニュースレターを

編集している現時点で予定あんまり無いのです編集している現時点で予定あんまり無いのです編集している現時点で予定あんまり無いのです編集している現時点で予定あんまり無いのです… キットキットキットキット

友達の家にでも行ってのんびりしていることでしょう。友達の家にでも行ってのんびりしていることでしょう。友達の家にでも行ってのんびりしていることでしょう。友達の家にでも行ってのんびりしていることでしょう。5月も月も月も月も

後半になると、梅雨とそしてそのうちすぐに、私が最も不得後半になると、梅雨とそしてそのうちすぐに、私が最も不得後半になると、梅雨とそしてそのうちすぐに、私が最も不得後半になると、梅雨とそしてそのうちすぐに、私が最も不得

意とする、夏がやって来ます。ゴールデンウィークはゆっく意とする、夏がやって来ます。ゴールデンウィークはゆっく意とする、夏がやって来ます。ゴールデンウィークはゆっく意とする、夏がやって来ます。ゴールデンウィークはゆっく

り過ごして英気を養いたいと思います。そして梅雨時は、り過ごして英気を養いたいと思います。そして梅雨時は、り過ごして英気を養いたいと思います。そして梅雨時は、り過ごして英気を養いたいと思います。そして梅雨時は、

菖蒲の花が咲きます。我が地元葛飾の水元公園では、菖蒲の花が咲きます。我が地元葛飾の水元公園では、菖蒲の花が咲きます。我が地元葛飾の水元公園では、菖蒲の花が咲きます。我が地元葛飾の水元公園では、6

月に菖蒲まつりが開催されてます。他にも堀切菖蒲園とい月に菖蒲まつりが開催されてます。他にも堀切菖蒲園とい月に菖蒲まつりが開催されてます。他にも堀切菖蒲園とい月に菖蒲まつりが開催されてます。他にも堀切菖蒲園とい

う公園があり、こちらもう公園があり、こちらもう公園があり、こちらもう公園があり、こちらも6月に堀切かつしか菖蒲まつりとい月に堀切かつしか菖蒲まつりとい月に堀切かつしか菖蒲まつりとい月に堀切かつしか菖蒲まつりとい

う催しが開催されます。桜もいいけど、葛飾では菖蒲もアう催しが開催されます。桜もいいけど、葛飾では菖蒲もアう催しが開催されます。桜もいいけど、葛飾では菖蒲もアう催しが開催されます。桜もいいけど、葛飾では菖蒲もア

ツイです！！是非時間があるかたは、見に行ってみてはツイです！！是非時間があるかたは、見に行ってみてはツイです！！是非時間があるかたは、見に行ってみてはツイです！！是非時間があるかたは、見に行ってみては

いかがでしょうか？？いかがでしょうか？？いかがでしょうか？？いかがでしょうか？？

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！ ★★★★
5555月といえば月といえば月といえば月といえば…………こどもの日でしょうか？こどもの日でしょうか？こどもの日でしょうか？こどもの日でしょうか？3333月に雛祭りのことを月に雛祭りのことを月に雛祭りのことを月に雛祭りのことを

書いたので、その続きみたいな感じで調べてみました。書いたので、その続きみたいな感じで調べてみました。書いたので、その続きみたいな感じで調べてみました。書いたので、その続きみたいな感じで調べてみました。

★端午の節句の由来★端午の節句の由来★端午の節句の由来★端午の節句の由来

雛祭りが桃の節句なら、こどもの日は菖蒲の節句で雛祭りが桃の節句なら、こどもの日は菖蒲の節句で雛祭りが桃の節句なら、こどもの日は菖蒲の節句で雛祭りが桃の節句なら、こどもの日は菖蒲の節句で

す。○○の節句とは、季節の節目に身のけがれを祓す。○○の節句とは、季節の節目に身のけがれを祓す。○○の節句とは、季節の節目に身のけがれを祓す。○○の節句とは、季節の節目に身のけがれを祓

う行事なんですね。やはり起源は今の中国です。日う行事なんですね。やはり起源は今の中国です。日う行事なんですね。やはり起源は今の中国です。日う行事なんですね。やはり起源は今の中国です。日

本では、鎌倉時代頃から、菖蒲と尚武の音が同じや、本では、鎌倉時代頃から、菖蒲と尚武の音が同じや、本では、鎌倉時代頃から、菖蒲と尚武の音が同じや、本では、鎌倉時代頃から、菖蒲と尚武の音が同じや、

読み方が同じなどのことから、男の子の成長を祝う節読み方が同じなどのことから、男の子の成長を祝う節読み方が同じなどのことから、男の子の成長を祝う節読み方が同じなどのことから、男の子の成長を祝う節

句としての位置づけに。句としての位置づけに。句としての位置づけに。句としての位置づけに。

江戸時代になると、幕府は江戸時代になると、幕府は江戸時代になると、幕府は江戸時代になると、幕府は5/55/55/55/5日を重要な日として定日を重要な日として定日を重要な日として定日を重要な日として定

める。この日には大名や旗本などがお祝いの品等をめる。この日には大名や旗本などがお祝いの品等をめる。この日には大名や旗本などがお祝いの品等をめる。この日には大名や旗本などがお祝いの品等を

携え江戸城に出向くようになる。これ以降、武家に男携え江戸城に出向くようになる。これ以降、武家に男携え江戸城に出向くようになる。これ以降、武家に男携え江戸城に出向くようになる。これ以降、武家に男

が生まれると、門前に馬印や幟を立ててお祝いした。が生まれると、門前に馬印や幟を立ててお祝いした。が生まれると、門前に馬印や幟を立ててお祝いした。が生まれると、門前に馬印や幟を立ててお祝いした。

（男が生まれることがこの時代とてもめでたいことだっ（男が生まれることがこの時代とてもめでたいことだっ（男が生まれることがこの時代とてもめでたいことだっ（男が生まれることがこの時代とてもめでたいことだっ

た）現在では、鎧、兜、刀、武者人形や金太郎を模した）現在では、鎧、兜、刀、武者人形や金太郎を模した）現在では、鎧、兜、刀、武者人形や金太郎を模した）現在では、鎧、兜、刀、武者人形や金太郎を模し

た五月人形などを室内に飾り、庭前にこいのぼりを立た五月人形などを室内に飾り、庭前にこいのぼりを立た五月人形などを室内に飾り、庭前にこいのぼりを立た五月人形などを室内に飾り、庭前にこいのぼりを立

てるのが一般的な祝いかたです。人形は雛祭りと同てるのが一般的な祝いかたです。人形は雛祭りと同てるのが一般的な祝いかたです。人形は雛祭りと同てるのが一般的な祝いかたです。人形は雛祭りと同

様、厄除けの意味があり、こいのぼりは中国の故事、様、厄除けの意味があり、こいのぼりは中国の故事、様、厄除けの意味があり、こいのぼりは中国の故事、様、厄除けの意味があり、こいのぼりは中国の故事、

鯉の滝登り（登竜門）からきていて、立身出世の象徴鯉の滝登り（登竜門）からきていて、立身出世の象徴鯉の滝登り（登竜門）からきていて、立身出世の象徴鯉の滝登り（登竜門）からきていて、立身出世の象徴

でもあります。菖蒲は、強い香気で厄を払うということでもあります。菖蒲は、強い香気で厄を払うということでもあります。菖蒲は、強い香気で厄を払うということでもあります。菖蒲は、強い香気で厄を払うということ

で、この日に菖蒲湯にはいる習慣もあります。基本的で、この日に菖蒲湯にはいる習慣もあります。基本的で、この日に菖蒲湯にはいる習慣もあります。基本的で、この日に菖蒲湯にはいる習慣もあります。基本的

には桃の節句と同じ意味があり、どちらも子供に対すには桃の節句と同じ意味があり、どちらも子供に対すには桃の節句と同じ意味があり、どちらも子供に対すには桃の節句と同じ意味があり、どちらも子供に対す

る愛が感じられる日となっています。る愛が感じられる日となっています。る愛が感じられる日となっています。る愛が感じられる日となっています。

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
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今回は、社内でちょっとしたブームに今回は、社内でちょっとしたブームに今回は、社内でちょっとしたブームに今回は、社内でちょっとしたブームに

なっているゲームを紹介します。なっているゲームを紹介します。なっているゲームを紹介します。なっているゲームを紹介します。

でも、オフィスで使えるかどうかはでも、オフィスで使えるかどうかはでも、オフィスで使えるかどうかはでも、オフィスで使えるかどうかは…………

（笑）（笑）（笑）（笑）

ケータイ国盗り合戦ケータイ国盗り合戦ケータイ国盗り合戦ケータイ国盗り合戦

少し前からですが、歴女という言葉が少し前からですが、歴女という言葉が少し前からですが、歴女という言葉が少し前からですが、歴女という言葉が

使われ始めました。この使われ始めました。この使われ始めました。この使われ始めました。この『『『『歴女歴女歴女歴女』』』』意味は、意味は、意味は、意味は、

歴史好きな女子という意味です。その歴史好きな女子という意味です。その歴史好きな女子という意味です。その歴史好きな女子という意味です。その

まんまですが。。三国志の登場人物やまんまですが。。三国志の登場人物やまんまですが。。三国志の登場人物やまんまですが。。三国志の登場人物や

日本の戦国時代の武将に関心のある日本の戦国時代の武将に関心のある日本の戦国時代の武将に関心のある日本の戦国時代の武将に関心のある

というのは男性の方が多かったと思いというのは男性の方が多かったと思いというのは男性の方が多かったと思いというのは男性の方が多かったと思い

ますが、最近は女性にも人気なんです。ますが、最近は女性にも人気なんです。ますが、最近は女性にも人気なんです。ますが、最近は女性にも人気なんです。

で、今注目の戦国時代と言えば合戦でで、今注目の戦国時代と言えば合戦でで、今注目の戦国時代と言えば合戦でで、今注目の戦国時代と言えば合戦で

あり陣地盗りです。あり陣地盗りです。あり陣地盗りです。あり陣地盗りです。

これを現代風に、携帯電話で陣地盗りこれを現代風に、携帯電話で陣地盗りこれを現代風に、携帯電話で陣地盗りこれを現代風に、携帯電話で陣地盗り

ができるようにしたのが、ケータイ国盗ができるようにしたのが、ケータイ国盗ができるようにしたのが、ケータイ国盗ができるようにしたのが、ケータイ国盗

り合戦です。登録は、り合戦です。登録は、り合戦です。登録は、り合戦です。登録は、http://kntr.jp/にににに

携帯電話からアクセスして登録するか、携帯電話からアクセスして登録するか、携帯電話からアクセスして登録するか、携帯電話からアクセスして登録するか、

すでに登録済みの人から招待してもらすでに登録済みの人から招待してもらすでに登録済みの人から招待してもらすでに登録済みの人から招待してもら

うとゲームを始められます。もちろん無うとゲームを始められます。もちろん無うとゲームを始められます。もちろん無うとゲームを始められます。もちろん無

料です。（招待すると、良いことがありま料です。（招待すると、良いことがありま料です。（招待すると、良いことがありま料です。（招待すると、良いことがありま

すよ）すよ）すよ）すよ）

やり方はとっても簡単で、携帯電話のやり方はとっても簡単で、携帯電話のやり方はとっても簡単で、携帯電話のやり方はとっても簡単で、携帯電話の

電波が入るところで、サイトにアクセス電波が入るところで、サイトにアクセス電波が入るところで、サイトにアクセス電波が入るところで、サイトにアクセス

して、国盗りをするだけ。国盗りというして、国盗りをするだけ。国盗りというして、国盗りをするだけ。国盗りというして、国盗りをするだけ。国盗りという

のは、携帯電話の位置の情報を受信しのは、携帯電話の位置の情報を受信しのは、携帯電話の位置の情報を受信しのは、携帯電話の位置の情報を受信し

て日本全国て日本全国て日本全国て日本全国600600600600箇所に分かれた国を一箇所に分かれた国を一箇所に分かれた国を一箇所に分かれた国を一

つずつ自分の陣地にしていくことです。つずつ自分の陣地にしていくことです。つずつ自分の陣地にしていくことです。つずつ自分の陣地にしていくことです。

人にとられたりはないのですが、同じ国人にとられたりはないのですが、同じ国人にとられたりはないのですが、同じ国人にとられたりはないのですが、同じ国

や場所でアクセスしても、新しい国は増や場所でアクセスしても、新しい国は増や場所でアクセスしても、新しい国は増や場所でアクセスしても、新しい国は増

えません。全国統一を目指してゲームえません。全国統一を目指してゲームえません。全国統一を目指してゲームえません。全国統一を目指してゲーム

をしていきます。北海道から沖縄まであをしていきます。北海道から沖縄まであをしていきます。北海道から沖縄まであをしていきます。北海道から沖縄まであ

りますので、なかなか全国統一は難しりますので、なかなか全国統一は難しりますので、なかなか全国統一は難しりますので、なかなか全国統一は難し

いです。一見つまらなく思うかも知れまいです。一見つまらなく思うかも知れまいです。一見つまらなく思うかも知れまいです。一見つまらなく思うかも知れま

せんが、私は結構はまってしまっていせんが、私は結構はまってしまっていせんが、私は結構はまってしまっていせんが、私は結構はまってしまってい

ます！先日は電車内に国盗り川柳のます！先日は電車内に国盗り川柳のます！先日は電車内に国盗り川柳のます！先日は電車内に国盗り川柳の

入賞作品の中吊りがあって、思わず共入賞作品の中吊りがあって、思わず共入賞作品の中吊りがあって、思わず共入賞作品の中吊りがあって、思わず共

感しつつ流行っているゲームだなと実感しつつ流行っているゲームだなと実感しつつ流行っているゲームだなと実感しつつ流行っているゲームだなと実

感しました。感しました。感しました。感しました。

移動距離が少ない人には不向きの点移動距離が少ない人には不向きの点移動距離が少ない人には不向きの点移動距離が少ない人には不向きの点

もありますが、いつもの移動だけではなもありますが、いつもの移動だけではなもありますが、いつもの移動だけではなもありますが、いつもの移動だけではな

く、ちょっとした遠出をしてみようかなとく、ちょっとした遠出をしてみようかなとく、ちょっとした遠出をしてみようかなとく、ちょっとした遠出をしてみようかなと

思わせるゲームではあります。是非興思わせるゲームではあります。是非興思わせるゲームではあります。是非興思わせるゲームではあります。是非興

味のある方はやってみて下さい！味のある方はやってみて下さい！味のある方はやってみて下さい！味のある方はやってみて下さい！

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。

最近のニュースレターは、天気の話題ばかりです。いや、最近のニュースレターは、天気の話題ばかりです。いや、最近のニュースレターは、天気の話題ばかりです。いや、最近のニュースレターは、天気の話題ばかりです。いや、

ほんとに変な天候が続いてますね。暑かったり、寒かっほんとに変な天候が続いてますね。暑かったり、寒かっほんとに変な天候が続いてますね。暑かったり、寒かっほんとに変な天候が続いてますね。暑かったり、寒かっ

たりが一日で変わるものですから、ほんとに体調が優たりが一日で変わるものですから、ほんとに体調が優たりが一日で変わるものですから、ほんとに体調が優たりが一日で変わるものですから、ほんとに体調が優

れません。風邪気味がずっと続いている感じです。れません。風邪気味がずっと続いている感じです。れません。風邪気味がずっと続いている感じです。れません。風邪気味がずっと続いている感じです。4月月月月

中旬に雪が降るのも初めて見ました。中旬に雪が降るのも初めて見ました。中旬に雪が降るのも初めて見ました。中旬に雪が降るのも初めて見ました。

皆様の中にも体調を崩しているかたもいらっしゃるかと皆様の中にも体調を崩しているかたもいらっしゃるかと皆様の中にも体調を崩しているかたもいらっしゃるかと皆様の中にも体調を崩しているかたもいらっしゃるかと

思います。外出前に天気と気温のチェックを忘れず思います。外出前に天気と気温のチェックを忘れず思います。外出前に天気と気温のチェックを忘れず思います。外出前に天気と気温のチェックを忘れず

に！！まだまだコートの出番は続きそうです。に！！まだまだコートの出番は続きそうです。に！！まだまだコートの出番は続きそうです。に！！まだまだコートの出番は続きそうです。

寒い日が多いので、なんとなくそんな気がしないのです寒い日が多いので、なんとなくそんな気がしないのです寒い日が多いので、なんとなくそんな気がしないのです寒い日が多いので、なんとなくそんな気がしないのです

が、もうすぐゴールデンウィークだったりしますね（笑）こが、もうすぐゴールデンウィークだったりしますね（笑）こが、もうすぐゴールデンウィークだったりしますね（笑）こが、もうすぐゴールデンウィークだったりしますね（笑）こ

のニュースレターが手元に届くのはゴールデンウィークのニュースレターが手元に届くのはゴールデンウィークのニュースレターが手元に届くのはゴールデンウィークのニュースレターが手元に届くのはゴールデンウィーク

明けでしょうか？皆様良いお休みを過ごされたのだと思明けでしょうか？皆様良いお休みを過ごされたのだと思明けでしょうか？皆様良いお休みを過ごされたのだと思明けでしょうか？皆様良いお休みを過ごされたのだと思

いますが、、、いますが、、、いますが、、、いますが、、、

私はどこかに行ったのでしょうか（笑）今ニュースレターを私はどこかに行ったのでしょうか（笑）今ニュースレターを私はどこかに行ったのでしょうか（笑）今ニュースレターを私はどこかに行ったのでしょうか（笑）今ニュースレターを

編集している現時点で予定あんまり無いのです編集している現時点で予定あんまり無いのです編集している現時点で予定あんまり無いのです編集している現時点で予定あんまり無いのです… キットキットキットキット

友達の家にでも行ってのんびりしていることでしょう。友達の家にでも行ってのんびりしていることでしょう。友達の家にでも行ってのんびりしていることでしょう。友達の家にでも行ってのんびりしていることでしょう。5月も月も月も月も

後半になると、梅雨とそしてそのうちすぐに、私が最も不得後半になると、梅雨とそしてそのうちすぐに、私が最も不得後半になると、梅雨とそしてそのうちすぐに、私が最も不得後半になると、梅雨とそしてそのうちすぐに、私が最も不得

意とする、夏がやって来ます。ゴールデンウィークはゆっく意とする、夏がやって来ます。ゴールデンウィークはゆっく意とする、夏がやって来ます。ゴールデンウィークはゆっく意とする、夏がやって来ます。ゴールデンウィークはゆっく

り過ごして英気を養いたいと思います。そして梅雨時は、り過ごして英気を養いたいと思います。そして梅雨時は、り過ごして英気を養いたいと思います。そして梅雨時は、り過ごして英気を養いたいと思います。そして梅雨時は、

菖蒲の花が咲きます。我が地元葛飾の水元公園では、菖蒲の花が咲きます。我が地元葛飾の水元公園では、菖蒲の花が咲きます。我が地元葛飾の水元公園では、菖蒲の花が咲きます。我が地元葛飾の水元公園では、6

月に菖蒲まつりが開催されてます。他にも堀切菖蒲園とい月に菖蒲まつりが開催されてます。他にも堀切菖蒲園とい月に菖蒲まつりが開催されてます。他にも堀切菖蒲園とい月に菖蒲まつりが開催されてます。他にも堀切菖蒲園とい

う公園があり、こちらもう公園があり、こちらもう公園があり、こちらもう公園があり、こちらも6月に堀切かつしか菖蒲まつりとい月に堀切かつしか菖蒲まつりとい月に堀切かつしか菖蒲まつりとい月に堀切かつしか菖蒲まつりとい

う催しが開催されます。桜もいいけど、葛飾では菖蒲もアう催しが開催されます。桜もいいけど、葛飾では菖蒲もアう催しが開催されます。桜もいいけど、葛飾では菖蒲もアう催しが開催されます。桜もいいけど、葛飾では菖蒲もア

ツイです！！是非時間があるかたは、見に行ってみてはツイです！！是非時間があるかたは、見に行ってみてはツイです！！是非時間があるかたは、見に行ってみてはツイです！！是非時間があるかたは、見に行ってみては

いかがでしょうか？？いかがでしょうか？？いかがでしょうか？？いかがでしょうか？？

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。



集
さらに、アップル社は通信販売にも目を向け、通信販売の停

止を求めたとのことです。これにより、大手の家電量販店な

どでも、通信販売でのアップル製品の取り扱いを停止してし

まいました。さらに、ネット通信販売業者への提供も禁止とい

うことになりました。再販目的の購入は遠慮と、ホームページ

に掲載されているので、今後アップル社の製品を手に入れる

ためには、大手家電量販店や店舗として営業しているアップ

ルストアに直接出向いて購入するか、アップルのオンライン

ストアで購入するしかなくなってしまったということになります。

アップル社は、パソコンの日本のシェアはあまり多くはないで

すが、ipodの販売もあって業績はとても好調。５月にはipadの

販売が日本でも始まるということから、販売体制の見直しも

強気ですね。

この強気な見直しは今回に限ったことではなく、実際過去２

回、アップル社は独占禁止法違反の疑いで公正取引委員会

の立ち入り検査も実施されているそうです。

今回の件では今後どうなるのかはわかりませんが、実際仕

事で使っている方々には多少なりとも影響があることだと思

います。業者に買ってきてもらうということができなくなってし

まうわけですから、仕事でアップル製品を購入する場合は、

時間も手間も今までよりかかるということになってしまいまし

特
最近ニュースで話題になったり、日経新聞の記事にもなって

いたので、ご存知の方もいらっしゃると思いますが、Macの

日本での流通に変化が出ているようです。

日経新聞の記事を元にご紹介します。

Macはアップル社が販売するパソコンで、デザイン系や印刷

系の仕事をする人が良く使っています。（そんな気がする）一

般的にwindowsのosとmacosのどちらかを使って日々パソコ

ンを使用しているかと思います。

最近では、アップル社の製品では、パソコンよりも、ipodや

iphoneのほうが目立ってはいるんではないかと思いますが

…。

もともと、アップル社は、パソコン販売をアップルから直で販

売する店舗や通信販売を行っています。（アップルストアと

かアップルオンラインストアという名前）

そこでの販売を強化したいのか、今年に入ってからアップル

社の意向で、何点か流通に対して変更がありました。まず販

売先の限定です。アップルの製品を今後販売するためには、

必要な条件をクリアしないといけないということで通達があり

ました。これにより、今まで通常通りアップル社の製品を販

売していた販売店などでは、必要な条件をクリアしなくては

ならなくなりました。もちろんクリアしない選択をしたり、クリア

集

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

さらに、アップル社は通信販売にも目を向け、通信販売の停

止を求めたとのことです。これにより、大手の家電量販店な

どでも、通信販売でのアップル製品の取り扱いを停止してし

まいました。さらに、ネット通信販売業者への提供も禁止とい

うことになりました。再販目的の購入は遠慮と、ホームページ

に掲載されているので、今後アップル社の製品を手に入れる

ためには、大手家電量販店や店舗として営業しているアップ

ルストアに直接出向いて購入するか、アップルのオンライン

ストアで購入するしかなくなってしまったということになります。

アップル社は、パソコンの日本のシェアはあまり多くはないで

すが、ipodの販売もあって業績はとても好調。５月にはipadの

販売が日本でも始まるということから、販売体制の見直しも

強気ですね。

この強気な見直しは今回に限ったことではなく、実際過去２

回、アップル社は独占禁止法違反の疑いで公正取引委員会

の立ち入り検査も実施されているそうです。

今回の件では今後どうなるのかはわかりませんが、実際仕

事で使っている方々には多少なりとも影響があることだと思

います。業者に買ってきてもらうということができなくなってし

まうわけですから、仕事でアップル製品を購入する場合は、

時間も手間も今までよりかかるということになってしまいまし

た。製品を購入できなくなる訳ではないのですが、少し強引

にも感じるこの販売体制見直しの効果はいかに！？

特
最近ニュースで話題になったり、日経新聞の記事にもなって

いたので、ご存知の方もいらっしゃると思いますが、Macの

日本での流通に変化が出ているようです。

日経新聞の記事を元にご紹介します。

Macはアップル社が販売するパソコンで、デザイン系や印刷

系の仕事をする人が良く使っています。（そんな気がする）一

般的にwindowsのosとmacosのどちらかを使って日々パソコ

ンを使用しているかと思います。

最近では、アップル社の製品では、パソコンよりも、ipodや

iphoneのほうが目立ってはいるんではないかと思いますが

…。

もともと、アップル社は、パソコン販売をアップルから直で販

売する店舗や通信販売を行っています。（アップルストアと

かアップルオンラインストアという名前）

そこでの販売を強化したいのか、今年に入ってからアップル

社の意向で、何点か流通に対して変更がありました。まず販

売先の限定です。アップルの製品を今後販売するためには、

必要な条件をクリアしないといけないということで通達があり

ました。これにより、今まで通常通りアップル社の製品を販

売していた販売店などでは、必要な条件をクリアしなくては

ならなくなりました。もちろんクリアしない選択をしたり、クリア

できない会社は販売ができなくなってしまったということです。

集

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。

さらに、アップル社は通信販売にも目を向け、通信販売の停

止を求めたとのことです。これにより、大手の家電量販店な

どでも、通信販売でのアップル製品の取り扱いを停止してし

まいました。さらに、ネット通信販売業者への提供も禁止とい

うことになりました。再販目的の購入は遠慮と、ホームページ

に掲載されているので、今後アップル社の製品を手に入れる

ためには、大手家電量販店や店舗として営業しているアップ

ルストアに直接出向いて購入するか、アップルのオンライン

ストアで購入するしかなくなってしまったということになります。

アップル社は、パソコンの日本のシェアはあまり多くはないで

すが、ipodの販売もあって業績はとても好調。５月にはipadの

販売が日本でも始まるということから、販売体制の見直しも

強気ですね。

この強気な見直しは今回に限ったことではなく、実際過去２

回、アップル社は独占禁止法違反の疑いで公正取引委員会

の立ち入り検査も実施されているそうです。

今回の件では今後どうなるのかはわかりませんが、実際仕

事で使っている方々には多少なりとも影響があることだと思

います。業者に買ってきてもらうということができなくなってし

まうわけですから、仕事でアップル製品を購入する場合は、

時間も手間も今までよりかかるということになってしまいまし

た。製品を購入できなくなる訳ではないのですが、少し強引

にも感じるこの販売体制見直しの効果はいかに！？

特
最近ニュースで話題になったり、日経新聞の記事にもなって

いたので、ご存知の方もいらっしゃると思いますが、Macの

日本での流通に変化が出ているようです。

日経新聞の記事を元にご紹介します。

Macはアップル社が販売するパソコンで、デザイン系や印刷

系の仕事をする人が良く使っています。（そんな気がする）一

般的にwindowsのosとmacosのどちらかを使って日々パソコ

ンを使用しているかと思います。

最近では、アップル社の製品では、パソコンよりも、ipodや

iphoneのほうが目立ってはいるんではないかと思いますが

…。

もともと、アップル社は、パソコン販売をアップルから直で販

売する店舗や通信販売を行っています。（アップルストアと

かアップルオンラインストアという名前）

そこでの販売を強化したいのか、今年に入ってからアップル

社の意向で、何点か流通に対して変更がありました。まず販

売先の限定です。アップルの製品を今後販売するためには、

必要な条件をクリアしないといけないということで通達があり

ました。これにより、今まで通常通りアップル社の製品を販

売していた販売店などでは、必要な条件をクリアしなくては

ならなくなりました。もちろんクリアしない選択をしたり、クリア

できない会社は販売ができなくなってしまったということです。


