
2012年 冬 オープンし、地域 皆様・社員 皆さん 親しまれ
きたイタリアンレストラン「みん 巣みん 巣みん 巣みん 巣」が、６年目を迎えるタイミン

グ 、内装外装・メニュー共 グレードアップ致しました♪

これま 人気メニュー「パスタパスタパスタパスタ」や「ピザピザピザピザ」 加え、オシャレ✨
「プレートランチプレートランチプレートランチプレートランチ」が始まりました♡

リニューアルオープンから３週間経ちましたが、毎日たくさん お客
様 お越し頂い おります(*＾＾*)

ランチタイム ・カフェタイム があり、*予算 相談ＯＫ*送迎Ｏ
Ｋ ディナーも承っ います（完全予約制）。

お腹もしっかり満たされる、♡オシャレ ♡美味しい
メニューを召し上がり 、ぜひお越しください♪

インスタグラム（＃みん 巣＃みん 巣＃みん 巣＃みん 巣） も日々写真を
ＵＰし いる 見 ください ♪
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２０１８年もあ わずか りました。今年から始まった ネストアンバサダー も、皆様 快くご協力頂き続け くるこ が
き大変感謝し おります。ありが うございました。
今年最後 アンバサダー 、当社 労務顧問をし 頂い いる社会保険労務士、行政書士 遠地 謙介さん す
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数十年 ご縁を感じ います。数十年 ご縁を感じ います。数十年 ご縁を感じ います。数十年 ご縁を感じ います。
当社 関与先企業様 社会保険手続、就業規則等社内規程作成、給与計算、労務相談等を行っ います。ネストさん 15年程前 同友会 迫

社長 お会いした が最初 す。後から分かった すが、迫社長、佐野副社長 も中学校 大先輩 あたり、浅から ご縁を感じ います。
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レストランから お知らせレストランから お知らせレストランから お知らせレストランから お知らせ

「まごころ」を届け続け ください「まごころ」を届け続け ください「まごころ」を届け続け ください「まごころ」を届け続け ください
10年程前、当社が現在ある所在地 事務所移転 引っ越しをお願いした時、

それ 年始 1月2日か3日だった 思います。そ よう 正月休み中 あろう
か も、快くお受け頂き、無事、4日から 年始営業日 間 合ったこ を恩
感じ います。

今年 10月31日 ネスト様を訪問した時、たまたま「ハロウィン」当日 、多く
従業員さんがハロウィン仮装 出迎え くださいました。こ よう ころ

も、ネスト様 一体感を感じます。季節 合わせ 入り口 飾り付けも も
素敵 、お客様を大切 されるお気持ちが伝わっ きます。

これからも長時間運転 くれぐれも気を付けられ 、安全運転 「まごころ」
をお届け続け ください。

お客様を大切 する気持ちがお客様を大切 する気持ちがお客様を大切 する気持ちがお客様を大切 する気持ちが
伝わっ くるネストさん伝わっ くるネストさん伝わっ くるネストさん伝わっ くるネストさん

お餅つき大会 お知らせお餅つき大会 お知らせお餅つき大会 お知らせお餅つき大会 お知らせ
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他にも
◎ネスト特製豚汁
◎焼き牡蠣

ご用意しています☆

インスタインスタインスタインスタ

毎年年末 本社 開催し いるお餅つき大会を、今年も開催
致します 大人から子 もま 大盛り上がり 賑わう時間。昨年
写真 一緒 ご案内 す♪
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さ 今期第５０期 決算見込み 目標 向け 躍進中 すが、大変革 時代 エネルギーが変わり、
もしかする 通貨も変わり、技術革新が進み、働き方が変わり、高齢化が進み、モノ 価値観が変わる

す。そう る 各産業 プレイヤーが変わり自分 ライバルが誰 かも分から い時代 突入
す。野球 試合 サッカー選手やバスケ選手も加われるよう もん す。自分 ポジションを守るた

め 同じポジション 選手 競争し い も意味が無い す。つまり真価が問われる。本物だけが生
き残れる時代 突入 す。来年 これから先 ５０年を見据えた始まり 年 ります。５０年後２０６
８年 ん 世 中 っ いる か？そし 私たち ん こ 世 中 役 立つ か？常 意
識し 考え、行動し、挑戦する。「不易流行」そん 一年 始まり す。変化を楽しみましょう。変化を好
みましょう。本物を見つけましょう。本物 りましょう。日本一楽しい会社をめざしましょう

今年も一年、大変お世話 りました。ありが うございます。輝かしい一年を気持ちよくお迎え下さ
い。
来年も うぞよろしくお願い申し上げます。

年末のご挨拶年末のご挨拶年末のご挨拶年末のご挨拶

今年も一年、ありがとうございました。

営業所の取り組み営業所の取り組み営業所の取り組み営業所の取り組み ～大阪営業所～～大阪営業所～～大阪営業所～～大阪営業所～

１月安全スローガン
「「「「年末・年始も安全運転 無事故 スタートダッシュ年末・年始も安全運転 無事故 スタートダッシュ年末・年始も安全運転 無事故 スタートダッシュ年末・年始も安全運転 無事故 スタートダッシュ」」」」

～～～～ 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 ～～～～

大阪営業所大阪営業所大阪営業所大阪営業所 本格始動しました本格始動しました本格始動しました本格始動しました

平成２９年１２月 代表取締役社長

平成２９年もあ 数日 りました。今年も１年間ありが うございました。ここ数年
年間方針 中 必ず出 くる「人間力を高めよう。道徳的 。倫理的 」 言う言葉。

か か重いテーマ す。年末 る 一年を振り返り「まだまだだ あ」 感じる も 恒例化 し き
たよう 気がします。しかし方針 し 掲げ いる 行動も起こすも 、今年 「ネストロジスティクス・
コンピテンシー」（理想 人財像）をテーマ 入社１年目 社員から中堅、マネジャー、役員ま 各階
層 構成したメンバー 話し合いを重 、本当 すばらしい我が社 コンピテンシーをま め くれまし
た。これが今年 方針 最大 成果 言っ も過言 無いほ 内容 す。詳しく 年始 方針発
表 お知らせしますが、今 世 中 必要 人間的魅力 道徳心 情熱を込めた、ネスト流
HINKA（進化・深下・真価・心火）が盛り込まれ います。来年 そ 行動を起こす一年 ります。

全員 「理想 人財像」 言える人 りましょう。
また、今年一年を振り返り、忘れられ い 会長 逝去 あります。創業者 あり、父 あり、尊敬

する人 今生 別れ 悲しくもあり寂しさもあり、今 も最後 姿を思い出し涙する夜があります。親
孝行が至ら かった後悔もあり、残された母親（相談役）へ 心配も募るばかり す。経営者 し もま
だまだ未熟者 すが、息子 し 最低だった いか 思います。人間力を高めよう 自
分自身 一番言い聞かせ いるこ だった す。会長 意志を受け継ぎこれからも人間 し 成
長 企業 成長を両立し 行きたい 思います。

人間力を高めるこ が きたか？？人間力を高めるこ が きたか？？人間力を高めるこ が きたか？？人間力を高めるこ が きたか？？

10ｔ 木村　信夫 （ﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾄ） 4.3㎞
8ｔ 濱崎　幸雄 (福岡営業所) 5.47㎞
4ｔ 橋西　一雄 (本社) 7.94㎞

2ｔ・3ｔ 木田　隆之 (三河営業所) 10.18㎞
ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ 長井　博樹 (福山営業所) 8.39㎞

社員紹介社員紹介社員紹介社員紹介 ～岡山営業所～～岡山営業所～～岡山営業所～～岡山営業所～

1月20日 夢志の巣塾・研修

1月 4日 お宮参り（本社）

1月19日 所⻑会議

岡山営業所岡山営業所岡山営業所岡山営業所

菱川菱川菱川菱川 尚輝尚輝尚輝尚輝

1月2日 高光　みゆき 本社_馬木 45歳
1月3日 髙橋　優輝 山口営業所 21歳
1月6日 太田　要 岡山営業所 44歳
1月8日 木村　信夫 トランスポート 57歳
1月9日 長南　紀子 山口営業所 46歳
1月9日 柴田　一生 本社_馬木 20歳
1月12日 鷲尾　孝昌 岡山営業所 29歳
1月13日 山﨑　龍一 出島センター 34歳
1月14日 横田　裕太 出島センター 23歳
1月17日 井手野下　義彦 本　　　部 66歳
1月23日 江夏　義浩 熊本出張所 33歳
1月26日 迫田　弘二 出島センター 55歳
1月26日 石坂　晴雅 岡山営業所 34歳
1月26日 上野　慎一郎 福山営業所 43歳
1月29日 野坂　和憲 本社_馬木 43歳

お客様 喜ん いただけるようお客様 喜ん いただけるようお客様 喜ん いただけるようお客様 喜ん いただけるよう
日々考え います日々考え います日々考え います日々考え います

昭和５６年５月２日生まれ ３６歳 す。妻・子・愛犬 毎日楽しく
過ごし います。平成２５年入社 ５年目 す。
ネスト 、２トン車 ニトリさん 配送を行っ います。

年齢・先輩後輩、関係 く和気あいあい し い 、
社内雰囲気が最高 良い所 頼り る上司がいるこ す。

お客様から「今ま 来た配送員 中 一番いい」 言われたこ があり、お客様 立場 っ うす
れば喜ん 頂けるか日々考え がら取り組ん います。

今後 家屋事故・車両事故ゼロ。運行管理 取得を目指し 頑張っ いこう 思います

５１期を迎える来年 次 ５０年へ スタート 年５１期を迎える来年 次 ５０年へ スタート 年５１期を迎える来年 次 ５０年へ スタート 年５１期を迎える来年 次 ５０年へ スタート 年

昨年から始まりました、お題 答え お年玉昨年から始まりました、お題 答え お年玉昨年から始まりました、お題 答え お年玉昨年から始まりました、お題 答え お年玉♡♡♡♡をゲットしよう いうこ 企画♪をゲットしよう いうこ 企画♪をゲットしよう いうこ 企画♪をゲットしよう いうこ 企画♪
今年 お題を発表し今年 お題を発表し今年 お題を発表し今年 お題を発表しまままま～～～～すすすす((((≧▽≦≧▽≦≧▽≦≧▽≦))))

「昇進する！」「免許・資格取得！」など、仕事の事でも◎「昇進する！」「免許・資格取得！」など、仕事の事でも◎「昇進する！」「免許・資格取得！」など、仕事の事でも◎「昇進する！」「免許・資格取得！」など、仕事の事でも◎
「結婚する「結婚する「結婚する「結婚する♡♡♡♡」「奥さんを前年比」「奥さんを前年比」「奥さんを前年比」「奥さんを前年比2222．．．．5555倍幸せにする！」など、プライベートの事でも◎倍幸せにする！」など、プライベートの事でも◎倍幸せにする！」など、プライベートの事でも◎倍幸せにする！」など、プライベートの事でも◎

応募していただいた方の中から抽選で応募していただいた方の中から抽選で応募していただいた方の中から抽選で応募していただいた方の中から抽選で20202020名様名様名様名様に

￥￥￥￥2.0002.0002.0002.000分分分分クオカードクオカードクオカードクオカードをプレゼントプレゼントプレゼントプレゼント!!!!

応募期限：２０１８年１月４日（木）応募期限：２０１８年１月４日（木）応募期限：２０１８年１月４日（木）応募期限：２０１８年１月４日（木）
応募方法：←の応募方法：←の応募方法：←の応募方法：←のQRQRQRQRコードを読み取ってデー を送信するだけ♪コードを読み取ってデー を送信するだけ♪コードを読み取ってデー を送信するだけ♪コードを読み取ってデー を送信するだけ♪

今年 ９月 大阪府茨木市 開設した大阪営業所が、今月から本格
的 始動しました
大塚グループマネージャーが中心 り、人材 確保・取引先様 拡大
を進め、１２月から大阪北部を中心 、家具 宅配業務を展開し いま
す。

トラックも順次納車され、現在５名 社員候補 皆さんが運転指導・業
務教育を受け がら実地業務 励まれ います。 大阪営業所がこれか
ら益々発展し いくよう、安全第一 頑張っ いきましょう

社員登用 運び った際 、ぜひ社内報 社員紹介 ご紹介させ
ください （*＾O＾*）/★
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さ 今期第５０期 決算見込み 目標 向け 躍進中 すが、大変革 時代 エネルギーが変わり、
もしかする 通貨も変わり、技術革新が進み、働き方が変わり、高齢化が進み、モノ 価値観が変わる

す。そう る 各産業 プレイヤーが変わり自分 ライバルが誰 かも分から い時代 突入
す。野球 試合 サッカー選手やバスケ選手も加われるよう もん す。自分 ポジションを守るた

め 同じポジション 選手 競争し い も意味が無い す。つまり真価が問われる。本物だけが生
き残れる時代 突入 す。来年 これから先 ５０年を見据えた始まり 年 ります。５０年後２０６
８年 ん 世 中 っ いる か？そし 私たち ん こ 世 中 役 立つ か？常 意
識し 考え、行動し、挑戦する。「不易流行」そん 一年 始まり す。変化を楽しみましょう。変化を好
みましょう。本物を見つけましょう。本物 りましょう。日本一楽しい会社をめざしましょう

今年も一年、大変お世話 りました。ありが うございます。輝かしい一年を気持ちよくお迎え下さ
い。
来年も うぞよろしくお願い申し上げます。

年末のご挨拶年末のご挨拶年末のご挨拶年末のご挨拶

今年も一年、ありがとうございました。

営業所の取り組み営業所の取り組み営業所の取り組み営業所の取り組み ～大阪営業所～～大阪営業所～～大阪営業所～～大阪営業所～

１月安全スローガン
「「「「年末・年始も安全運転 無事故 スタートダッシュ年末・年始も安全運転 無事故 スタートダッシュ年末・年始も安全運転 無事故 スタートダッシュ年末・年始も安全運転 無事故 スタートダッシュ」」」」

～～～～ 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 ～～～～

大阪営業所大阪営業所大阪営業所大阪営業所 本格始動しました本格始動しました本格始動しました本格始動しました

平成２９年１２月 代表取締役社長

平成２９年もあ 数日 りました。今年も１年間ありが うございました。ここ数年
年間方針 中 必ず出 くる「人間力を高めよう。道徳的 。倫理的 」 言う言葉。

か か重いテーマ す。年末 る 一年を振り返り「まだまだだ あ」 感じる も 恒例化 し き
たよう 気がします。しかし方針 し 掲げ いる 行動も起こすも 、今年 「ネストロジスティクス・
コンピテンシー」（理想 人財像）をテーマ 入社１年目 社員から中堅、マネジャー、役員ま 各階
層 構成したメンバー 話し合いを重 、本当 すばらしい我が社 コンピテンシーをま め くれまし
た。これが今年 方針 最大 成果 言っ も過言 無いほ 内容 す。詳しく 年始 方針発
表 お知らせしますが、今 世 中 必要 人間的魅力 道徳心 情熱を込めた、ネスト流
HINKA（進化・深下・真価・心火）が盛り込まれ います。来年 そ 行動を起こす一年 ります。

全員 「理想 人財像」 言える人 りましょう。
また、今年一年を振り返り、忘れられ い 会長 逝去 あります。創業者 あり、父 あり、尊敬

する人 今生 別れ 悲しくもあり寂しさもあり、今 も最後 姿を思い出し涙する夜があります。親
孝行が至ら かった後悔もあり、残された母親（相談役）へ 心配も募るばかり す。経営者 し もま
だまだ未熟者 すが、息子 し 最低だった いか 思います。人間力を高めよう 自
分自身 一番言い聞かせ いるこ だった す。会長 意志を受け継ぎこれからも人間 し 成
長 企業 成長を両立し 行きたい 思います。

人間力を高めるこ が きたか？？人間力を高めるこ が きたか？？人間力を高めるこ が きたか？？人間力を高めるこ が きたか？？

10ｔ 木村　信夫 （ﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾄ） 4.3㎞
8ｔ 濱崎　幸雄 (福岡営業所) 5.47㎞
4ｔ 橋西　一雄 (本社) 7.94㎞

2ｔ・3ｔ 木田　隆之 (三河営業所) 10.18㎞
ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ 長井　博樹 (福山営業所) 8.39㎞

社員紹介社員紹介社員紹介社員紹介 ～岡山営業所～～岡山営業所～～岡山営業所～～岡山営業所～

1月20日 夢志の巣塾・研修

1月 4日 お宮参り（本社）

1月19日 所⻑会議

岡山営業所岡山営業所岡山営業所岡山営業所

菱川菱川菱川菱川 尚輝尚輝尚輝尚輝

1月2日 高光　みゆき 本社_馬木 45歳
1月3日 髙橋　優輝 山口営業所 21歳
1月6日 太田　要 岡山営業所 44歳
1月8日 木村　信夫 トランスポート 57歳
1月9日 長南　紀子 山口営業所 46歳
1月9日 柴田　一生 本社_馬木 20歳
1月12日 鷲尾　孝昌 岡山営業所 29歳
1月13日 山﨑　龍一 出島センター 34歳
1月14日 横田　裕太 出島センター 23歳
1月17日 井手野下　義彦 本　　　部 66歳
1月23日 江夏　義浩 熊本出張所 33歳
1月26日 迫田　弘二 出島センター 55歳
1月26日 石坂　晴雅 岡山営業所 34歳
1月26日 上野　慎一郎 福山営業所 43歳
1月29日 野坂　和憲 本社_馬木 43歳

お客様 喜ん いただけるようお客様 喜ん いただけるようお客様 喜ん いただけるようお客様 喜ん いただけるよう
日々考え います日々考え います日々考え います日々考え います

昭和５６年５月２日生まれ ３６歳 す。妻・子・愛犬 毎日楽しく
過ごし います。平成２５年入社 ５年目 す。
ネスト 、２トン車 ニトリさん 配送を行っ います。

年齢・先輩後輩、関係 く和気あいあい し い 、
社内雰囲気が最高 良い所 頼り る上司がいるこ す。

お客様から「今ま 来た配送員 中 一番いい」 言われたこ があり、お客様 立場 っ うす
れば喜ん 頂けるか日々考え がら取り組ん います。

今後 家屋事故・車両事故ゼロ。運行管理 取得を目指し 頑張っ いこう 思います

５１期を迎える来年 次 ５０年へ スタート 年５１期を迎える来年 次 ５０年へ スタート 年５１期を迎える来年 次 ５０年へ スタート 年５１期を迎える来年 次 ５０年へ スタート 年

昨年から始まりました、お題 答え お年玉昨年から始まりました、お題 答え お年玉昨年から始まりました、お題 答え お年玉昨年から始まりました、お題 答え お年玉♡♡♡♡をゲットしよう いうこ 企画♪をゲットしよう いうこ 企画♪をゲットしよう いうこ 企画♪をゲットしよう いうこ 企画♪
今年 お題を発表し今年 お題を発表し今年 お題を発表し今年 お題を発表しまままま～～～～すすすす((((≧▽≦≧▽≦≧▽≦≧▽≦))))

「昇進する！」「免許・資格取得！」など、仕事の事でも◎「昇進する！」「免許・資格取得！」など、仕事の事でも◎「昇進する！」「免許・資格取得！」など、仕事の事でも◎「昇進する！」「免許・資格取得！」など、仕事の事でも◎
「結婚する「結婚する「結婚する「結婚する♡♡♡♡」「奥さんを前年比」「奥さんを前年比」「奥さんを前年比」「奥さんを前年比2222．．．．5555倍幸せにする！」など、プライベートの事でも◎倍幸せにする！」など、プライベートの事でも◎倍幸せにする！」など、プライベートの事でも◎倍幸せにする！」など、プライベートの事でも◎

応募していただいた方の中から抽選で応募していただいた方の中から抽選で応募していただいた方の中から抽選で応募していただいた方の中から抽選で20202020名様名様名様名様に

￥￥￥￥2.0002.0002.0002.000分分分分クオカードクオカードクオカードクオカードをプレゼントプレゼントプレゼントプレゼント!!!!

応募期限：２０１８年１月４日（木）応募期限：２０１８年１月４日（木）応募期限：２０１８年１月４日（木）応募期限：２０１８年１月４日（木）
応募方法：←の応募方法：←の応募方法：←の応募方法：←のQRQRQRQRコードを読み取ってデー を送信するだけ♪コードを読み取ってデー を送信するだけ♪コードを読み取ってデー を送信するだけ♪コードを読み取ってデー を送信するだけ♪

今年 ９月 大阪府茨木市 開設した大阪営業所が、今月から本格
的 始動しました
大塚グループマネージャーが中心 り、人材 確保・取引先様 拡大
を進め、１２月から大阪北部を中心 、家具 宅配業務を展開し いま
す。

トラックも順次納車され、現在５名 社員候補 皆さんが運転指導・業
務教育を受け がら実地業務 励まれ います。 大阪営業所がこれか
ら益々発展し いくよう、安全第一 頑張っ いきましょう

社員登用 運び った際 、ぜひ社内報 社員紹介 ご紹介させ
ください （*＾O＾*）/★

〒〒〒〒567567567567----0084 0084 0084 0084 大阪府茨木市彩都あか大阪府茨木市彩都あか大阪府茨木市彩都あか大阪府茨木市彩都あか 2222----1 1 1 1 プロロジスパーク茨木プロロジスパーク茨木プロロジスパーク茨木プロロジスパーク茨木 東東東東2F2F2F2F
TELTELTELTEL：：：：(072)697(072)697(072)697(072)697----9660966096609660 FAXFAXFAXFAX：：：：(072)697(072)697(072)697(072)697----9661966196619661

ひしかわ おき

セールスドライバーセールスドライバーセールスドライバーセールスドライバー

職場 雰囲気 最高 す職場 雰囲気 最高 す職場 雰囲気 最高 す職場 雰囲気 最高 す



2012年 冬 オープンし、地域 皆様・社員 皆さん 親しまれ
きたイタリアンレストラン「みん 巣みん 巣みん 巣みん 巣」が、６年目を迎えるタイミン

グ 、内装外装・メニュー共 グレードアップ致しました♪

これま 人気メニュー「パスタパスタパスタパスタ」や「ピザピザピザピザ」 加え、オシャレ✨
「プレートランチプレートランチプレートランチプレートランチ」が始まりました♡

リニューアルオープンから３週間経ちましたが、毎日たくさん お客
様 お越し頂い おります(*＾＾*)

ランチタイム ・カフェタイム があり、*予算 相談ＯＫ*送迎Ｏ
Ｋ ディナーも承っ います（完全予約制）。

お腹もしっかり満たされる、♡オシャレ ♡美味しい
メニューを召し上がり 、ぜひお越しください♪

インスタグラム（＃みん 巣＃みん 巣＃みん 巣＃みん 巣） も日々写真を
ＵＰし いる 見 ください ♪
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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.Vol.Vol.Vol.6666

アーチ広島社会保険労務士法人アーチ広島社会保険労務士法人アーチ広島社会保険労務士法人アーチ広島社会保険労務士法人
遠地経営労務法務事務所遠地経営労務法務事務所遠地経営労務法務事務所遠地経営労務法務事務所

代表代表代表代表 遠地遠地遠地遠地 謙介謙介謙介謙介さんさんさんさん

２０１８年もあ わずか りました。今年から始まった ネストアンバサダー も、皆様 快くご協力頂き続け くるこ が
き大変感謝し おります。ありが うございました。
今年最後 アンバサダー 、当社 労務顧問をし 頂い いる社会保険労務士、行政書士 遠地 謙介さん す

■■■■ＴＯＰＩＣＴＯＰＩＣＴＯＰＩＣＴＯＰＩＣ

年末 ご挨拶年末 ご挨拶年末 ご挨拶年末 ご挨拶

■■■■年末恒例イベント年末恒例イベント年末恒例イベント年末恒例イベント

お年玉抽選企画☆お年玉抽選企画☆お年玉抽選企画☆お年玉抽選企画☆

■営業所■営業所■営業所■営業所 取り組み取り組み取り組み取り組み
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■社員紹介■社員紹介■社員紹介■社員紹介
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株式会社ネストロジスティクス
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ご意見・ご感想はコチラまで！
↓ ↓ ↓
news@nest-logi.co.jp

数十年 ご縁を感じ います。数十年 ご縁を感じ います。数十年 ご縁を感じ います。数十年 ご縁を感じ います。
当社 関与先企業様 社会保険手続、就業規則等社内規程作成、給与計算、労務相談等を行っ います。ネストさん 15年程前 同友会 迫

社長 お会いした が最初 す。後から分かった すが、迫社長、佐野副社長 も中学校 大先輩 あたり、浅から ご縁を感じ います。

アーチ広島社会保険労務士法人代表アーチ広島社会保険労務士法人代表アーチ広島社会保険労務士法人代表アーチ広島社会保険労務士法人代表

レストランから お知らせレストランから お知らせレストランから お知らせレストランから お知らせ

「まごころ」を届け続け ください「まごころ」を届け続け ください「まごころ」を届け続け ください「まごころ」を届け続け ください
10年程前、当社が現在ある所在地 事務所移転 引っ越しをお願いした時、

それ 年始 1月2日か3日だった 思います。そ よう 正月休み中 あろう
か も、快くお受け頂き、無事、4日から 年始営業日 間 合ったこ を恩
感じ います。

今年 10月31日 ネスト様を訪問した時、たまたま「ハロウィン」当日 、多く
従業員さんがハロウィン仮装 出迎え くださいました。こ よう ころ

も、ネスト様 一体感を感じます。季節 合わせ 入り口 飾り付けも も
素敵 、お客様を大切 されるお気持ちが伝わっ きます。

これからも長時間運転 くれぐれも気を付けられ 、安全運転 「まごころ」
をお届け続け ください。

お客様を大切 する気持ちがお客様を大切 する気持ちがお客様を大切 する気持ちがお客様を大切 する気持ちが
伝わっ くるネストさん伝わっ くるネストさん伝わっ くるネストさん伝わっ くるネストさん

お餅つき大会 お知らせお餅つき大会 お知らせお餅つき大会 お知らせお餅つき大会 お知らせ

プレートランチ♪プレートランチ♪プレートランチ♪プレートランチ♪800800800800円円円円 デザートも種類豊富デザートも種類豊富デザートも種類豊富デザートも種類豊富♡♡♡♡
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営業時間営業時間営業時間営業時間 11111111：：：：00000000～～～～17171717：：：：00000000
定定定定 休休休休 日日日日 日曜日日曜日日曜日日曜日

TelTelTelTel ：：：： 082082082082----516516516516----8883888388838883

他にも
◎ネスト特製豚汁
◎焼き牡蠣

ご用意しています☆

インスタインスタインスタインスタ

毎年年末 本社 開催し いるお餅つき大会を、今年も開催
致します 大人から子 もま 大盛り上がり 賑わう時間。昨年
写真 一緒 ご案内 す♪
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