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出会いから出会いから出会いから出会いから30303030年年年年
いつも驚かされていつも驚かされていつも驚かされていつも驚かされて
ばかりですばかりですばかりですばかりです
山本山本山本山本 勉勉勉勉会長会長会長会長
株式会社ドゥ・トピア株式会社ドゥ・トピア株式会社ドゥ・トピア株式会社ドゥ・トピア

こ 度 ネスト祭りでもお世話になりました、「株式会社
ドゥ・トピア山本会長」にネスト 印象や思い出などお話し頂
きました

３０年以上 付き合いです。３０年以上 付き合いです。３０年以上 付き合いです。３０年以上 付き合いです。

株式会社ドゥ・トピア 、中小企業同友会１１社で設立した
民間 企業です。食べ物や健康グッズなど、同友会会員
商品を中心に幅広く取り扱っています。

私とネストさんと 出会いも同友会 集まりでした。そ 中
でもやんちゃ組が集まっていました で(笑)そこで迫さんと知
り合い、そ 後同友会 ２０社ほど 企業で「ＴＢＳ」(ﾄｰﾀﾙﾋﾞ
ｼﾞﾈｽｻﾎﾟｰﾄ)というチームを結成し、業種 枠を超えた活動も
活発に行いました。

仕事 関係だけでなく、当時 よくクルーザーで遠出をした
りして、よき仕事仲間であり、遊び仲間でした。

益々 発展に期待大益々 発展に期待大益々 発展に期待大益々 発展に期待大

迫さんが入院されていた時期がありましたが、そ 時 社
長 姿を今でも忘れません。毎日ゝ必死にリハビリに励み、
また、読書にも励まれる姿を見て、そ 強さと勤勉さに驚き、
心を打たれました。そ 時期があって今 社長があり、今
ネストさんがある だと思います。

ネストさん ＣＭが今流れていますが、会社 社員さんた
ち 雰囲気がよく表れているＣＭです 。これからも人財を
育て、発展・成長を続けてください

夜の営業が完全予約制になりました。

歓迎会/懇親会にご利用下さい!!
コース例：飲み放題付きコース3500円〜

辞令
交付日

社員名 営業所
昇格
ランク

6月1日 福岡　亮兵 本社 Ｍ1
6月5日 松岡　毅 出島営業所 Ｍ1

6月1日 境　信人 福山営業所 Ｊ3
6月1日 伊豫田　朋磁 三河営業所 Ｊ2
6月1日 中谷　博之 山口営業所 Ｊ2

6月1日 埜村　大樹 福岡営業所 Ｊ2
6月1日 川重　高典 出島営業所 Ｊ2

6月5日 池田　勝幸 本社 部長
6月5日 椿　昭憲 本社 部長

辞令

交付日
社員名 営業所 昇進役職(名称変更)

6月1日 三上　亮 川崎営業所 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾏﾈｰｼﾞｬｰ

6月1日 尾川　孝行 本社 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾏﾈｰｼﾞｬｰ
6月1日 川村　和夫 仙台営業所 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾏﾈｰｼﾞｬｰ

6月1日 上村　耕一 出島営業所 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾏﾈｰｼﾞｬｰ
6月1日 松岡　賢一郎 本社 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾏﾈｰｼﾞｬｰ
6月1日 大塚　政一 本社 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾏﾈｰｼﾞｬｰ

6月1日 河邊　哲郎 三河営業所 ﾏﾈｰｼﾞｬｰ
6月1日 増田　道郎 本社 ﾏﾈｰｼﾞｬｰ

6月1日 川西　浩二 福岡営業所 ﾏﾈｰｼﾞｬｰ
6月1日 篠原　和雅 熊本営業所 ﾏﾈｰｼﾞｬｰ
6月1日 岸本　裕之 岡山営業所 ﾏﾈｰｼﾞｬｰ

6月1日 新名　一行 山口営業所 ﾏﾈｰｼﾞｬｰ
6月5日 井出野下　義彦 本社 室長

ＳＳＳＳ2222からマネージャーにからマネージャーにからマネージャーにからマネージャーに

昇進しました。昇進しました。昇進しました。昇進しました。

5555月から復帰し月から復帰し月から復帰し月から復帰し
ましたましたましたました
松浦松浦松浦松浦 あゆみあゆみあゆみあゆみ
平成平成平成平成22222222年年年年4444月月月月 入社入社入社入社

平成22年4月に新卒として入社をさせて頂き、色々な業務を経験
させていただきました。初め 引越し 業務から荷造り やり方も
実際 お客様 現場で体験させてもらったり、受注業務や経理業
務、また以前発行していたブルース通信 担当を経験させてもら
いました。社外に出て他社 方達と 意見交換など、今考えるとと
ても貴重な経験だったなぁと改めて感じます。同期や先輩上司、後
輩にも恵まれ助けてもらいながらも毎日楽しく仕事をしています。

両立しながら両立しながら両立しながら両立しながら
私 昨年 2月から今年 5月まで産休～育児休業をいただき、

こ 度パートとして復帰となりました。
育児にも支障が出ないよう、働き方を一緒に考えていただきました。
戻ることが決まってから「待ってるよ」と言ってもらえ、少しでも頼り
にされているという事が恐縮すると共にモチベーションアップにも
繋がりました。
たった一年ちょっと 休業でしたが戻ってきてから なかなか感覚
が取り戻せず、現在やっと以前 感覚が戻ってきたように思いま
す（^－^；）

息子 笑顔を励みに息子 笑顔を励みに息子 笑顔を励みに息子 笑顔を励みに
復帰するにあたって息子がぐずるかと思いきや出かける際も全く

泣かず、なんだか逆に複雑な気分でしたが（笑）仕事から帰ると息
子がニコニコ笑顔で出迎えてくれる で毎日癒されています。

まだ復帰をしてからご挨拶ができていない方も多いかと思います。
これからも、どうぞよろしくお願いします

来月の行事・予定来月の行事・予定来月の行事・予定来月の行事・予定
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第第第第12121212回ネスト祭り開催回ネスト祭り開催回ネスト祭り開催回ネスト祭り開催

先月のトピック先月のトピック先月のトピック先月のトピック
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今年 テーマ 「繋」今年 テーマ 「繋」今年 テーマ 「繋」今年 テーマ 「繋」

感謝と、感謝と、感謝と、感謝と、
さらなる飛躍に向けてさらなる飛躍に向けてさらなる飛躍に向けてさらなる飛躍に向けて

社長メッセージ社長メッセージ社長メッセージ社長メッセージ

営業所での取り組み営業所での取り組み営業所での取り組み営業所での取り組み

か てより広島本社にて、社
長と社員が一緒にネストについ
て語り合う「ネストコンパ」が開
催されておりましたが、先月か
ら社長が本社を飛び出し、「営
業所で ネストコンパ」が始動
しました

第一回 【福山営業所】、第
二回 今月、【山口営業所】に
て開催され、両日共に１５名以
上が集い、「私 理想 ネスト
と ？」というお題について語
り合いました。
社長と向かい合って話をする、
というあまり経験したこと な
いシチュエーションに最初 緊
張した雰囲気でしたが、食事と
お酒もすすみ、楽しく有意義な
場となりました。

若い✨笑顔とはい！チ～ズ★
最高でぇ～すっ(＾〇＾)／

先月５月１４日（日）に、第１２
回ネスト祭りが弊社にて盛大
に開催されました。
日ごろからお世話になってい

る関係企業 皆様 お力添え
もと、当日 天候にも恵まれ、

美味しい食べ物や、作業車体
験、神楽演武など 楽しいス
テージ等でご来場 お客様に
楽しんで頂くことができました。
本当に多く 方々にご来場い
ただき、楽しいお祭りとなりまし
た。ご来場誠に、ありがとうご
ざいました

今年 お祭りテーマ 社内
公募 結果「繋(つなぐ)」でした。
企業様と ｢つながり｣社員同
士 「つながり」、そして、地域

皆様と 「つながり」に改め
て感謝し、そ 想いを胸に、社
員全員が企画から準備期間、
当日 対応まで取り組みまし
た。
普段 現場で汗を流している

ドライバー 皆さんも、こ 日
子どもたち相手に大汗かい

て対応してくれました お疲れ
様でした（＾＾）

一昨年、第１０回で一度フィ
ナーレを迎えましたが、皆様か
ら 熱いお言葉により、昨年よ
り「ずっとやります ネスト祭
り 」 文句とともに復活いた
しました。弊社 今後も地域
ために、社会 ために活動し
て参ります 来年 さらに、熱
いお祭りにしましょう
ぜひお越しください(^^♪

社長同席 「社長同席 「社長同席 「社長同席 「営業所ネストコンパ営業所ネストコンパ営業所ネストコンパ営業所ネストコンパ」始動」始動」始動」始動

「理想 ネストへ近づける様、
福山営業所一丸となって、頑
張ってまいります 」

7月10日 大東　嗣典 本　　　部 59歳

7月11日 中村　勇太郎 三河営業所 24歳

7月13日 瀬良　あゆみ 本　　　部 30歳

7月13日 伊藤　輝政 本　　　部 40歳

7月16日 能島　勇生 福山営業所 47歳

7月18日 田中　一美 三河営業所 50歳

7月21日 木口屋　信二 岡山営業所 28歳

7月23日 川西　朗 岡山営業所 57歳

7月25日 佐野　智文 トランスポート 55歳

7月28日 鈴木　俊幸 岡山営業所 33歳

7月31日 永井　秀樹 トランスポート 53歳

7月生まれのみなさん7月生まれのみなさん7月生まれのみなさん7月生まれのみなさん

★おめでとうございます★★おめでとうございます★★おめでとうございます★★おめでとうございます★

「夏を乗り切れ体と車 ベスト・コンディション」「夏を乗り切れ体と車 ベスト・コンディション」「夏を乗り切れ体と車 ベスト・コンディション」「夏を乗り切れ体と車 ベスト・コンディション」
～～～～ 安安安安 全全全全 衛衛衛衛 生生生生 企企企企 画画画画 室室室室 ～～～～

山口営業所にて

6666月１０日月１０日月１０日月１０日
本社ドライバー本社ドライバー本社ドライバー本社ドライバー
辻貴之さんと菜緒さん辻貴之さんと菜緒さん辻貴之さんと菜緒さん辻貴之さんと菜緒さん
結婚式が行われました結婚式が行われました結婚式が行われました結婚式が行われました

社会 役に立つ社会 役に立つ社会 役に立つ社会 役に立つ
企業を目指して企業を目指して企業を目指して企業を目指して

今から25年前 平成3年（1991）私
28歳。世 中 バブル景気が終わ

り地価、株価が下落 一途を辿る不
況に転じた時代であった。カープ 5
年ぶり リーグ優勝を果たしたも 、
それから つらいBクラス時代が続く。
「全国初 家具共同宅配システム・

ネスト」家具専門運送 上村運送（ネ
ストロジスティクス 前身）が広島
家具業界に打ち出した共同宅配シス
テム 企画である。そ 年 12月25
日（株）ネスト 誕生した。家具メー
カー1社、家具小売店1社と上村運送

共同出資で発足した。「ひな鳥が待
つ鳥 巣に親鳥が大切な餌を集荷し
て また飛び立っていく。やがて成長
したひな鳥たちが新しい未来に向け
て巣立っていく そんな会社にした
い」と 思いを込めて社名を「ネスト＝
巣」とした。弱冠28歳 若造社長が運
送業界と家具業界に波紋を広げ旋風
を巻き起こす ・・・

そして25年があっという間に過ぎて
いった。少し 旋風になったかもしれ
ないが波瀾万丈 25年。バブル
じけ、家具 斜陽産業となり取引先

家具店 どんどん減少し、配送セ
ンターを建設したら地価も金利も建設
費用まで暴落してデフレ経済 競争

超激化していった。よくも倒産せず
生き延びたモノだ。我ながら感心する。
よくも社員たち ついてきてくれたモノ
だ。本当に感謝だ。
社内報を発行して25年間 そんな

経営状態 中で発信続けた私 メッ
セージ 記録でもある。時に 心が
折れるときもあった。あきらめそうに
なったときもあった。取引先がどんど
んなくなっていく。仲間がどんどん破
綻していく。あんな立派な会社も、あ
んなに優れた経営者も・・・・・

でも夢と志があれば心 折れない。
気持ち 萎えない。仲間 裏切らな
い。そして夢と希望に満ちあふれた人
財があつまる。そして夢を語れる。そ
んな25年間だったとおもう。これから
更に30年50年100年と時を積み重
歴史を刻んでいきたい。今までもこれ
からも本当にありがとう。
これ 創刊300号を祈念して掲載し

た一文です。
今回 社内報 発行を始めて309

号（309ヶ月）となります。今回から社
内だけでなく取引先様へも当社 事
を知って頂きたくてお送りさせて頂き
ました。まだまだ発展途上 未熟な
会社ですが「世 中 役に立つ企業」
を目指して志を一つに邁進して参りま
す で、今後ともご指導、ご鞭撻を賜
りますよう、よろしくお願い申し上げま
す。

平成29年6月
代表取締役社長 迫慎二

福山営業所 境（さかい）所長
に感想を聞いてみました

「第一回目 営業所コンパ「第一回目 営業所コンパ「第一回目 営業所コンパ「第一回目 営業所コンパ
でしたが、いかがでしたか？でしたが、いかがでしたか？でしたが、いかがでしたか？でしたが、いかがでしたか？」

「今回、一番に福山営業所に
てネストコンパを開いて頂き有
難うございました。
【私 理想 ネストと ？】
お題に、福山
営業所 社員
一同と社長
思いが聞けて
大変いい会
でした。」

今後も各営業所にて開催予
定です。想いを語り合い、ネス
トを全国で盛り上げていきま
しょう

次 あなた 街に、社長が現
れる、、かも・・・(￣―￣)☆

「今後 抱負をお願いします「今後 抱負をお願いします「今後 抱負をお願いします「今後 抱負をお願いします 」

福山営業所にて

イケメンの育メン
でおなじみの境所長

10ｔ 木村　信夫 （ﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾄ） 3.62km
8ｔ 田中　秀樹（福岡営業所）6.67km
4ｔ 橋西　一雄 （本社） 7.51km
2ｔ 秋枝　宏昭（山口営業所）8.92km

ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ 広本　智明（出島営業所）8.42km
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第第第第12121212回ネスト祭り開催回ネスト祭り開催回ネスト祭り開催回ネスト祭り開催

先月のトピック先月のトピック先月のトピック先月のトピック
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今年 テーマ 「繋」今年 テーマ 「繋」今年 テーマ 「繋」今年 テーマ 「繋」

感謝と、感謝と、感謝と、感謝と、
さらなる飛躍に向けてさらなる飛躍に向けてさらなる飛躍に向けてさらなる飛躍に向けて

社長メッセージ社長メッセージ社長メッセージ社長メッセージ

営業所での取り組み営業所での取り組み営業所での取り組み営業所での取り組み

か てより広島本社にて、社
長と社員が一緒にネストについ
て語り合う「ネストコンパ」が開
催されておりましたが、先月か
ら社長が本社を飛び出し、「営
業所で ネストコンパ」が始動
しました

第一回 【福山営業所】、第
二回 今月、【山口営業所】に
て開催され、両日共に１５名以
上が集い、「私 理想 ネスト
と ？」というお題について語
り合いました。
社長と向かい合って話をする、
というあまり経験したこと な
いシチュエーションに最初 緊
張した雰囲気でしたが、食事と
お酒もすすみ、楽しく有意義な
場となりました。

若い✨笑顔とはい！チ～ズ★
最高でぇ～すっ(＾〇＾)／

先月５月１４日（日）に、第１２
回ネスト祭りが弊社にて盛大
に開催されました。
日ごろからお世話になってい

る関係企業 皆様 お力添え
もと、当日 天候にも恵まれ、

美味しい食べ物や、作業車体
験、神楽演武など 楽しいス
テージ等でご来場 お客様に
楽しんで頂くことができました。
本当に多く 方々にご来場い
ただき、楽しいお祭りとなりまし
た。ご来場誠に、ありがとうご
ざいました

今年 お祭りテーマ 社内
公募 結果「繋(つなぐ)」でした。
企業様と ｢つながり｣社員同
士 「つながり」、そして、地域

皆様と 「つながり」に改め
て感謝し、そ 想いを胸に、社
員全員が企画から準備期間、
当日 対応まで取り組みまし
た。
普段 現場で汗を流している

ドライバー 皆さんも、こ 日
子どもたち相手に大汗かい

て対応してくれました お疲れ
様でした（＾＾）

一昨年、第１０回で一度フィ
ナーレを迎えましたが、皆様か
ら 熱いお言葉により、昨年よ
り「ずっとやります ネスト祭
り 」 文句とともに復活いた
しました。弊社 今後も地域
ために、社会 ために活動し
て参ります 来年 さらに、熱
いお祭りにしましょう
ぜひお越しください(^^♪

社長同席 「社長同席 「社長同席 「社長同席 「営業所ネストコンパ営業所ネストコンパ営業所ネストコンパ営業所ネストコンパ」始動」始動」始動」始動

「理想 ネストへ近づける様、
福山営業所一丸となって、頑
張ってまいります 」

7月10日 大東　嗣典 本　　　部 59歳

7月11日 中村　勇太郎 三河営業所 24歳

7月13日 瀬良　あゆみ 本　　　部 30歳

7月13日 伊藤　輝政 本　　　部 40歳

7月16日 能島　勇生 福山営業所 47歳

7月18日 田中　一美 三河営業所 50歳

7月21日 木口屋　信二 岡山営業所 28歳

7月23日 川西　朗 岡山営業所 57歳

7月25日 佐野　智文 トランスポート 55歳

7月28日 鈴木　俊幸 岡山営業所 33歳

7月31日 永井　秀樹 トランスポート 53歳

7月生まれのみなさん7月生まれのみなさん7月生まれのみなさん7月生まれのみなさん

★おめでとうございます★★おめでとうございます★★おめでとうございます★★おめでとうございます★

「夏を乗り切れ体と車 ベスト・コンディション」「夏を乗り切れ体と車 ベスト・コンディション」「夏を乗り切れ体と車 ベスト・コンディション」「夏を乗り切れ体と車 ベスト・コンディション」
～～～～ 安安安安 全全全全 衛衛衛衛 生生生生 企企企企 画画画画 室室室室 ～～～～

山口営業所にて

6666月１０日月１０日月１０日月１０日
本社ドライバー本社ドライバー本社ドライバー本社ドライバー
辻貴之さんと菜緒さん辻貴之さんと菜緒さん辻貴之さんと菜緒さん辻貴之さんと菜緒さん
結婚式が行われました結婚式が行われました結婚式が行われました結婚式が行われました

社会 役に立つ社会 役に立つ社会 役に立つ社会 役に立つ
企業を目指して企業を目指して企業を目指して企業を目指して

今から25年前 平成3年（1991）私
28歳。世 中 バブル景気が終わ

り地価、株価が下落 一途を辿る不
況に転じた時代であった。カープ 5
年ぶり リーグ優勝を果たしたも 、
それから つらいBクラス時代が続く。
「全国初 家具共同宅配システム・

ネスト」家具専門運送 上村運送（ネ
ストロジスティクス 前身）が広島
家具業界に打ち出した共同宅配シス
テム 企画である。そ 年 12月25
日（株）ネスト 誕生した。家具メー
カー1社、家具小売店1社と上村運送

共同出資で発足した。「ひな鳥が待
つ鳥 巣に親鳥が大切な餌を集荷し
て また飛び立っていく。やがて成長
したひな鳥たちが新しい未来に向け
て巣立っていく そんな会社にした
い」と 思いを込めて社名を「ネスト＝
巣」とした。弱冠28歳 若造社長が運
送業界と家具業界に波紋を広げ旋風
を巻き起こす ・・・

そして25年があっという間に過ぎて
いった。少し 旋風になったかもしれ
ないが波瀾万丈 25年。バブル
じけ、家具 斜陽産業となり取引先

家具店 どんどん減少し、配送セ
ンターを建設したら地価も金利も建設
費用まで暴落してデフレ経済 競争

超激化していった。よくも倒産せず
生き延びたモノだ。我ながら感心する。
よくも社員たち ついてきてくれたモノ
だ。本当に感謝だ。
社内報を発行して25年間 そんな

経営状態 中で発信続けた私 メッ
セージ 記録でもある。時に 心が
折れるときもあった。あきらめそうに
なったときもあった。取引先がどんど
んなくなっていく。仲間がどんどん破
綻していく。あんな立派な会社も、あ
んなに優れた経営者も・・・・・

でも夢と志があれば心 折れない。
気持ち 萎えない。仲間 裏切らな
い。そして夢と希望に満ちあふれた人
財があつまる。そして夢を語れる。そ
んな25年間だったとおもう。これから
更に30年50年100年と時を積み重
歴史を刻んでいきたい。今までもこれ
からも本当にありがとう。
これ 創刊300号を祈念して掲載し

た一文です。
今回 社内報 発行を始めて309

号（309ヶ月）となります。今回から社
内だけでなく取引先様へも当社 事
を知って頂きたくてお送りさせて頂き
ました。まだまだ発展途上 未熟な
会社ですが「世 中 役に立つ企業」
を目指して志を一つに邁進して参りま
す で、今後ともご指導、ご鞭撻を賜
りますよう、よろしくお願い申し上げま
す。

平成29年6月
代表取締役社長 迫慎二

福山営業所 境（さかい）所長
に感想を聞いてみました

「第一回目 営業所コンパ「第一回目 営業所コンパ「第一回目 営業所コンパ「第一回目 営業所コンパ
でしたが、いかがでしたか？でしたが、いかがでしたか？でしたが、いかがでしたか？でしたが、いかがでしたか？」

「今回、一番に福山営業所に
てネストコンパを開いて頂き有
難うございました。
【私 理想 ネストと ？】
お題に、福山
営業所 社員
一同と社長
思いが聞けて
大変いい会
でした。」

今後も各営業所にて開催予
定です。想いを語り合い、ネス
トを全国で盛り上げていきま
しょう

次 あなた 街に、社長が現
れる、、かも・・・(￣―￣)☆

「今後 抱負をお願いします「今後 抱負をお願いします「今後 抱負をお願いします「今後 抱負をお願いします 」

福山営業所にて

イケメンの育メン
でおなじみの境所長

10ｔ 木村　信夫 （ﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾄ） 3.62km
8ｔ 田中　秀樹（福岡営業所）6.67km
4ｔ 橋西　一雄 （本社） 7.51km
2ｔ 秋枝　宏昭（山口営業所）8.92km

ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ 広本　智明（出島営業所）8.42km
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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 FAX(082)883-0701

７月１４日 所⻑会議（本社） ７月１５日 夢志の巣塾（本社）

ネスト広島 検索検索

人事のご案内人事のご案内人事のご案内人事のご案内 ネストアンバサダーネストアンバサダーネストアンバサダーネストアンバサダーVol.1Vol.1Vol.1Vol.1

出会いから出会いから出会いから出会いから30303030年年年年
いつも驚かされていつも驚かされていつも驚かされていつも驚かされて
ばかりですばかりですばかりですばかりです
山本山本山本山本 勉勉勉勉会長会長会長会長
株式会社ドゥ・トピア株式会社ドゥ・トピア株式会社ドゥ・トピア株式会社ドゥ・トピア

こ 度 ネスト祭りでもお世話になりました、「株式会社
ドゥ・トピア山本会長」にネスト 印象や思い出などお話し頂
きました

３０年以上 付き合いです。３０年以上 付き合いです。３０年以上 付き合いです。３０年以上 付き合いです。

株式会社ドゥ・トピア 、中小企業同友会１１社で設立した
民間 企業です。食べ物や健康グッズなど、同友会会員
商品を中心に幅広く取り扱っています。

私とネストさんと 出会いも同友会 集まりでした。そ 中
でもやんちゃ組が集まっていました で(笑)そこで迫さんと知
り合い、そ 後同友会 ２０社ほど 企業で「ＴＢＳ」(ﾄｰﾀﾙﾋﾞ
ｼﾞﾈｽｻﾎﾟｰﾄ)というチームを結成し、業種 枠を超えた活動も
活発に行いました。

仕事 関係だけでなく、当時 よくクルーザーで遠出をした
りして、よき仕事仲間であり、遊び仲間でした。

益々 発展に期待大益々 発展に期待大益々 発展に期待大益々 発展に期待大

迫さんが入院されていた時期がありましたが、そ 時 社
長 姿を今でも忘れません。毎日ゝ必死にリハビリに励み、
また、読書にも励まれる姿を見て、そ 強さと勤勉さに驚き、
心を打たれました。そ 時期があって今 社長があり、今
ネストさんがある だと思います。

ネストさん ＣＭが今流れていますが、会社 社員さんた
ち 雰囲気がよく表れているＣＭです 。これからも人財を
育て、発展・成長を続けてください

夜の営業が完全予約制になりました。

歓迎会/懇親会にご利用下さい!!
コース例：飲み放題付きコース3500円〜

辞令
交付日

社員名 営業所
昇格
ランク

6月1日 福岡　亮兵 本社 Ｍ1
6月5日 松岡　毅 出島営業所 Ｍ1

6月1日 境　信人 福山営業所 Ｊ3
6月1日 伊豫田　朋磁 三河営業所 Ｊ2
6月1日 中谷　博之 山口営業所 Ｊ2

6月1日 埜村　大樹 福岡営業所 Ｊ2
6月1日 川重　高典 出島営業所 Ｊ2

6月5日 池田　勝幸 本社 部長
6月5日 椿　昭憲 本社 部長

辞令

交付日
社員名 営業所 昇進役職(名称変更)

6月1日 三上　亮 川崎営業所 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾏﾈｰｼﾞｬｰ

6月1日 尾川　孝行 本社 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾏﾈｰｼﾞｬｰ
6月1日 川村　和夫 仙台営業所 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾏﾈｰｼﾞｬｰ

6月1日 上村　耕一 出島営業所 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾏﾈｰｼﾞｬｰ
6月1日 松岡　賢一郎 本社 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾏﾈｰｼﾞｬｰ
6月1日 大塚　政一 本社 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾏﾈｰｼﾞｬｰ

6月1日 河邊　哲郎 三河営業所 ﾏﾈｰｼﾞｬｰ
6月1日 増田　道郎 本社 ﾏﾈｰｼﾞｬｰ

6月1日 川西　浩二 福岡営業所 ﾏﾈｰｼﾞｬｰ
6月1日 篠原　和雅 熊本営業所 ﾏﾈｰｼﾞｬｰ
6月1日 岸本　裕之 岡山営業所 ﾏﾈｰｼﾞｬｰ

6月1日 新名　一行 山口営業所 ﾏﾈｰｼﾞｬｰ
6月5日 井出野下　義彦 本社 室長

ＳＳＳＳ2222からマネージャーにからマネージャーにからマネージャーにからマネージャーに

昇進しました。昇進しました。昇進しました。昇進しました。

5555月から復帰し月から復帰し月から復帰し月から復帰し
ましたましたましたました
松浦松浦松浦松浦 あゆみあゆみあゆみあゆみ
平成平成平成平成22222222年年年年4444月月月月 入社入社入社入社

平成22年4月に新卒として入社をさせて頂き、色々な業務を経験
させていただきました。初め 引越し 業務から荷造り やり方も
実際 お客様 現場で体験させてもらったり、受注業務や経理業
務、また以前発行していたブルース通信 担当を経験させてもら
いました。社外に出て他社 方達と 意見交換など、今考えるとと
ても貴重な経験だったなぁと改めて感じます。同期や先輩上司、後
輩にも恵まれ助けてもらいながらも毎日楽しく仕事をしています。

両立しながら両立しながら両立しながら両立しながら
私 昨年 2月から今年 5月まで産休～育児休業をいただき、

こ 度パートとして復帰となりました。
育児にも支障が出ないよう、働き方を一緒に考えていただきました。
戻ることが決まってから「待ってるよ」と言ってもらえ、少しでも頼り
にされているという事が恐縮すると共にモチベーションアップにも
繋がりました。
たった一年ちょっと 休業でしたが戻ってきてから なかなか感覚
が取り戻せず、現在やっと以前 感覚が戻ってきたように思いま
す（^－^；）

息子 笑顔を励みに息子 笑顔を励みに息子 笑顔を励みに息子 笑顔を励みに
復帰するにあたって息子がぐずるかと思いきや出かける際も全く

泣かず、なんだか逆に複雑な気分でしたが（笑）仕事から帰ると息
子がニコニコ笑顔で出迎えてくれる で毎日癒されています。

まだ復帰をしてからご挨拶ができていない方も多いかと思います。
これからも、どうぞよろしくお願いします

来月の行事・予定来月の行事・予定来月の行事・予定来月の行事・予定
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今年も大盛況ネスト祭り今年も大盛況ネスト祭り今年も大盛況ネスト祭り今年も大盛況ネスト祭り

■■■■Boss MessageBoss MessageBoss MessageBoss Message

社会 役に立つ企業を目指して社会 役に立つ企業を目指して社会 役に立つ企業を目指して社会 役に立つ企業を目指して

■営業所紹介■営業所紹介■営業所紹介■営業所紹介
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