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今回のＣＯＶＥＲ：２０１８年度新入社員
新入社員紹介２０１８
新入社員研修の一環として運転教習
新通信機（３Ｇ／ＬＴＥ）へ入替のご案内
コインパーキングができるまで③
ＪＳＢトピックス：横浜支店フリーアドレス導入について
ありがとう エンジェルさん
編集後記

新しい仲間が増えました！
福井本社近くに、さくら名所 100 選で有名な足羽川桜並木があります。例年は咲き始めの
桜ですが、今年は満開の桜が「5 名」の新入社員を迎えてくれました。
今年の新入社員ですが、
「一人で北海道一周」
「怪魚と人とのつながりを求めて海外旅行」など、
アクティブで個性的なメンバーが揃いました。
入社式におきましては、各人より「座右の銘」などを一枚の色紙に記し決意表明してもら

入社式の様子

いましたが、緊張する中でも心強い言葉を聞くことができました。配属先にて上司や先輩から学ぶ機会が多い中でも、表明した決意
を常に念頭に置き、失敗を恐れずどんどんチャレンジしてほしいと思います。
また、新入社員研修では、各々がこれまでに培ってきた強みを活かしつつ、互
いに支え合いながら研修に取り組んでいました。社長勉強会をはじめ、大安禅寺
研修などの研修を通して学んだ「周囲への感謝」「考え方の重要さ」を忘れず、配
属先でも各々の強みをさらに発揮してくれることを期待しています。
最後となりましたが、数ヶ月後には皆様のもとへ新入社員がお伺いすることも
あろうかと存じますが、今後ともご指導ご鞭撻の程何卒よろしくお願い申し上げ
ます。
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さいたま支店

つだ

こうじ

津田

洸二

①神奈川県
②スキー・映画鑑賞

名古屋支店

①出身地 ②趣味・特技
③学生時代夢中になったこと
④色紙に書いた文字の思い
⑤目標・決意

②旅行・ツーリング
③アルバイトをして貯めたお金で日本全国を旅行

新入社員紹介

④会社と共に上へと昇って
いきたいという思いから。

ゆうへい

悠平

①愛知県

③大学の仲間と新しいスポーツに挑戦して
いました。

かけひ

筧

すること。
④内気な性格であり、自分から
行動できるようになりたい。
⑤同期たちよりも早く一人前に

⑤マナーを守り、誰からでも

２０１８

信頼される存在になります。

Q. 自分を動物に例えると？

なり、仕事を任されること。

Q. 自分を動物に例えると？

今年入社したフレッシュな５名をご紹介
いたします。
これからどうぞよろしくお願いいたします。

A. イヌ
人見知りをしない

A. サイ
一度決めた目標を達成
する為に走り続ける
から

神戸支店

いとう

こうすけ

伊藤

康介

①福井県
②温泉・サウナ
③大学時代に温泉の魅力に気付き
様々な温泉を巡ったこと。
④自ら何を行えば良いか考え
行動できるような人になりたい。
⑤自分に関わる周囲の方々に対し
感謝の気持ちを持つこと。

Q. 自分を動物に例えると？

大阪支店

よしむら

たける

吉村

健瑠

①福井県
②釣り・旅
③釣りと旅をよくしていました。ヒッチハイク
は良い思い出です。
④中学の時の部活の銘
私は今の私の最善を尽くす
という意味です。
⑤現時点では、日々学んだ事
を忘れずに吸収して
いく事です。
Q. 自分を動物に例えると？

大阪支店

みなみほり

ともみ

南堀

智美

①香川県
②寺社巡り・書道
③寺社巡りです。仏像等を見るのが好きで、御朱印
も集めています。
④真面目に努力することで
自分の長所を生かしたいと
思ったから。
⑤社員の方をサポート
できるように、学んだ
ことを見に付ける。
Q. 自分を動物に例えると？

A. ネコ

A. リス・ヒツジ

A. カメ

気分の上がり下がりが

web 診断で

長い間、物事を続ける

激しいから

そう言われたから

ことが得意だから

新入社員研修の一環として運転教習
新入社員が入社した４月中は、毎年のことですが、
「社会人としての心構え・
マナー、当社におけるメンテナンスを初めとした基礎的な知識及び技術の習
得」を目的として新入社員研修を徹底しています。
その一環として、座学による安全運転教育、数日間にわたる車両を使って
の運転教習訓練、自動車安全運転センターへ赴いての自動車運転適性検査の
受検といった交通事故防止のための研修にも多くの時間を割いています。
今年の新入社員も大学を卒業したばかりとあって、学生時代は全くハンド
ルを握っていなかった、あるいは、卒業直後の３月下旬に運転免許証を取得
したばかりの社員も含まれておりました。
数日間にわたる運転教習では、当社所有のやや大きめの車両 ( 三菱アウトランダー ) と軽自動車 ( ミニキャブ ) の２台を活用し、当社
近くの足羽山でのスラローム運転訓練のほか、市街地交差点における一時停止と安全確認方法の指導等により、危険予測トレーニングを
実施。また、特に力を入れたのは後退による車庫入れ訓練です。各支店メンテナンスとして配属されれば、時間貸駐車場への巡回管理業
務では車庫入れは待ったなしとなります。カラーコーンを立てての訓練でありましたが、殆
どの社員がハンドルさばきはまだまだの状態で悪戦苦闘を繰り返していました。
訓練指導者曰く「自動車教習所の車と違い、助手席にブレーキがついていないので命が縮
む思いだった。」とのことです。
今後、運転経験を積むことによって運転技術は徐々に高まってくるはずですが、交通事故
の３原因である「油断」「横着 ( 慢心 )」「過信 ( 無知 )」を捨てると同時に、「だろう運転」で
はなく、「かもしれない運転」に徹してほしいと切に願っています。
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新通信機（３Ｇ／ＬＴＥ）へ入替のご案内
駐車場ご利用者様へのスピードかつ的確対応が可能となりますコールセンター遠隔サービスにつきまして、本サービスの基盤
となる通信プランの提供が 2020 年 7 月末に終了となり、現状の PHS によるサービス継続が不可となります。
遠隔通信ができなくなると・・・

利用者の言っていることが
正しいか不明

直ぐ対応してくれない

緊急出動増加

言っていることが確認できないため、

保守コストの見直し検討

リアルタイムかつ的確に対応できない

現場到着後の確認となる

新通信機器（3G/LTE）への入替で

「スピードと確実性」の実現！

3 Ｇ／ＬＴＥ通信による新サービス
＜運営者様向けサービス＞

■統合システム利用サービス
（2,000 円／月）

ネットワークさえあればどこでも運営状況が確認できます
料金設定の変更を検討するための基礎情報とすることができます

＜利用者様向けサービス＞

■満空情報配信サービス

多くの WEB やアプリで空混満確認できます

（500 円／月）

（1,500 円／月）
■ SmooPA サービス（満空情報配信サービス付き）

★駐車料金オンライン決済機能

現金回収負荷軽減やキャッシュレスによる盗難リスク軽減
スマホ決済はポイントが貯まる・使える 注：法人一括請求を除く

★駐車料金割引クーポン機能

クーポンでドライバーを誘客

★駐車料金法人一括請求機能

一括後請求で法人ユーザーを囲い込み

クレジットカードと連動
運営者様も安心
導入コストも安価

事業者様の請求作業は不要

※尚、サービス開始には、精算機部品又は精算機の交換を必要とするケースがございます。（有償）

全７回シリーズ

「土地を貸したい」「コインパーキング事業を始めてみたい」今からご検討される方々へ開設までの流れをご紹介します。
す。

コインパーキングができるまで

候補地の調査結果を元に︑具体的な

ご提案内容をまとめます︒

●設計内容・工程

駐車スペースや設備の配置は、利便性

や安全性に配慮して設計。既存の設備

や 近 隣 へ の 影 響 も 最 小 限 と な る よ う、

省 施 工・ 短 期 工 事 に 努 め ま す。 ま た、

設備構成や仕様は、景観性やお客様

のご要望を可能な限り反映し、皆様か

ら愛される駐車場を創り上げます。

●お見積・土地の賃借料

コインパーキングを運営されるお客様

へ は 設 備 お よ び 設 置 工 事 の お 見 積 を、

地権者様へは土地の賃借料をご提案い

たします。

●稼働予測・収支予測

コインパーキングを運営されるお客様

へは、当社にて試算した駐車場の稼働

予測と、設備投資・維持費を踏まえた

収支予測をご提案します。

●当社ならではのご提案

自 社 で 所 有 す る「 メ ン テ ナ ン ス 」 や

「 コ ー ル セ ン タ ー」 な ど、 業 界 で も 高

い評価をいただいているサービスでコ

インパーキング運営を強力にサポート

します。

その他、売上の最大化に寄与できる料

金設定や利用者サービス案など、随所

に独自のノウハウをも盛り込んだプラ

ンをご用意いたしております。

次回は﹁④ご契約﹂です︒
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横浜支店

ＪＳＢトピックス

フリーアドレス導入について

ありがとう
ん
さ
ル
ェ
ジ
エン

フリーアドレスとは、社員固定の席を持たず、空いている席で
仕事を行うオフィス形態のことです。当社では、町田支店に続
いて 2 支店目の導入となる横浜支店の様子をご紹介いたします。

エンジェルさん
町田支店 青木 伸二朗

1 ⼈⽴ちをしてから、初の看板交換を⾏いました。
⻘⽊さんが、お忙しい中⼿伝いに来ていただきとても
助かりました。
⻘⽊さんの教えとサポートのおかげで、あっという間
に作業が終わりました。
⼤変感謝しております。ありがとうございました。
増員を機にフリーアドレス導入を決定し
し
ました。急な変更でしたが、休日にもか
か
かわらず若手メンバー総出動で模様替え
を決行しました。
席が遠かった以前と違い会話もはずみ
ます。全員の顔が見れるので仕事の連

推薦者

携もスムーズです。

町田支店

山田

康雅

また、一番驚いたのはＨさんです！
当社のエンジェルリポート制度より投稿のあったリポートを掲載しております。

以前は机の上も下もごちゃごちゃ…。お片付けが苦手でした
が、身の回りの整理整頓の習慣がついたみたいです！噂では
メンテカーもどんどんきれいになり仕事の効率も上がってい

発行

るとか。
フリーアドレス導入に際して必需品であるＰＣラックは、い

◆福井本社

◆金沢支店

福井県福井市中央 3-5-21

石川県金沢市駅西本町 1-13-25

てとても満足です♪

TEL：0776-30-1800

TEL：076-263-9588

もうひとつ、机の脚が青いことにお気付きになりましたか？実

◆東京本社

◆福井支店

はこれ横浜支店カラーなんです。さりげなく入れてみました。

千葉県市川市新井 3-2-6

福井県福井市中央 3-5-21

TEL：047-316-1177

TEL：0776-30-1812

◆営業本部

◆名古屋支店

東京都渋谷区渋谷 1-7-5-506

愛知県名古屋市中区大須 1-6-18

TEL：03-5774-9242

TEL：052-229-8302

◆町田支店

◆京都支店

東京都町田市鶴間 1-18-11

京都市中京区烏丸通六角下ル七観音町 623-2B

TEL：042-799-8522

TEL：075-229-3888

◆さいたま支店

◆大阪支店

埼玉県さいたま市浦和区上木崎 2-5-2

大阪府大阪市浪速区難波中 1-13-8-5F

TEL：048-823-8740

TEL：06-6645-4488

◆横浜支店

◆神戸支店

神奈川県横浜市中区吉田町 65-12F

兵庫県神戸市中央区御幸通 6-1-22-7 Ｆ

TEL：045-325-8466

TEL：078-252-8868

行います。初めての一人暮らしで体験したこと、趣味や大学

◆宇都宮支店

◆広島支店

時代に学んだことなど内容は様々。そんな中、今年のスピー

栃木県宇都宮市東塙田 1-7-8

広島県広島市中区大手町 3-8-1-11F

チは水の話や地震のこと、仏教の話などいつも以上にバラエ

TEL：028-600-7007

TEL：082-545-8123

ティーに富んでいました。また、話の展開もとても上手で、

◆長野支店

◆福岡支店

毎日「今日はどんなスピーチかな」と楽しみにしていました。

長野県長野市西後町町並 1583-3F

福岡県福岡市南区野間 2-1-4

TEL：026-238-6061

TEL：092-541-4141

らなくなった棚を組み替えて作りました。すっきり収納でき

新生横浜支店、全員で今まで
以上に頑張っていきます。
是非遊びに来てください！
山﨑

真実（左）／伊藤

桃子（右）

編集後記
記
今年度も新しく５名の新入社員が入社をいたしました。
入社してすぐの 1 ヶ月間は福井本社で研修を行いますが、研
修開始前の全社朝礼では、新入社員が毎日交代でスピーチを

今は配属先でたくさんのことを吸収しているはず。また本社
に来た時には楽しい話を聞かせてほしいと思います。
（総務部

徳永 亜希）

◆富山支店
富山県富山市新富町 2-4-25-5F
TEL：076-432-8882
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