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あなたにそして自分にも 

我が家の樹木の若葉が日々ぐんぐん成長し

ていく様子を毎日楽

しみに眺めて、すが

すがしい気分になっ

て「よ～し今日も顔

晴るぞ～」と自分を

鼓舞している 

「どんまい どんま～い」           他の月の「どんまい どんま～い」を見逃した方は㈱タケダのホームページからぜひ御覧下さい。 

失敗した時、がっかりした時、つらい思いをした時、落ち込まず再チャレンジ出来る様にとの思いでお客様と私の心のかけ橋のレターを送ります。 
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～武田英昭～です。 
 

一年で一番過ごしやすい季節ですね。 
今まではこの時期ひどい花粉症でティッシュ

が離せず、目がかゆく、鼻がズルズルとひどか

ったのですが、自分の健康に真剣に取り組むよ

うになって二年が過ぎましたが、去年あたりか

ら、さほど花粉症の辛さを感じなく、この時期

が過ぎていっているようです。 
花粉症はアレルギーの症状なのですが、自分の

体の免疫力が衰えた為に、現れている症状なの

で花粉症の方は自分の体をいたわり健康に気

をつけて下さい。 

インヴェルのマリオ氏来日 
インヴェル（ブラジルの会社）のマリオ副社長

の講演を聞きに東京の六本木ヒルズに行って

来ました。 
マリオ副社長は世界 35 カ国にインヴェル商品

を広めた世界戦略の立役者です。 
ブラジルやフランスでは厚生省の認可までと

り、医療分野まで浸透させています。 
ブラジルでは整形外科の手術後にインヴェル

の T シャツを患者さんに着せて手術後の傷跡

が早くきれいに消えるようにしているそうで

す。 
日本では現在この輪が急激に拡大していてさ

らに台湾や韓国からも引き合いが殺到してい

るそうです。 
今年はあのサッカーの神様『ペレ』がインヴェ

ルの顔としてポスターに登場するそうです。 

ミナサン、コンニチワ、マリオデス 
 

マリオ氏はこのインヴェルの商品が近い将来

自動車産業を越える存在になれるようにした

いと話していました。 
ブラジルではすでに 300 万人の人が愛用して

いますので、これが世界に広まれば本当にそう

なるかもしれないと思いました。 
六本木ヒルズは、会員制で一般の人は建物の中

に入れません。 
普段入れない会場には日本全国から集まった

代理店の方々で超満員でした。 
皆さんマリオ副社長の話に興奮気味でした。 
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経費削減の切り札紹介 さんざん高い基本料金を払わされていた事に、

かなり憤りを感じていました。 
経費削減を真剣に取り組んでいますか。？ その事を地元の電気工事店に話したら、 

「そんなことしたら、もし何かあっても知りま

せんよ。」と言われました。 
今回御紹介するのは、ジャパン・トータルシス

テム㈱の高橋さんです。 

去年また、同じような見直しの話がジャパン・

トータルシステム㈱さんからあり、 
高橋さんの仕事は、工場で使用している低圧電

力(動力)の基本料金を見直しして、経費の削減

を提案する事です。 「当社では前に見直ししているから、多分調査

しても無駄だと思うよ。」 
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当社の建物はもともと縫製工場でした。 
その為動力の基本料金がかなり高かったので

すが、私は基本料金は節約しようにもどうしよ

うも出来ないものだとあきらめていました。 
ところが、平成 11 年に一度別の会社でこの基

本料金が下げられると聞いて早速調査しても

らいました。 
その時の毎月の基本料金は￥23,000 でしたが

導入すると￥11,500 になるとの事で非常に喜

び、その工事をしてもらいました。 
しかし、その時はなんか不安で実際はもっと下

げられるのに、夏場にエアコンと電子レンジな

ど一緒に使った時、ちょっとしてブレーカーが

落ちてパソコンに障害がおきると困ると思い

少し余裕を残しておきました。 
その後は、何の問題もなく使用できましたので

何で電力会社で親切に教えてくれないのか、 

と返事しましたが、 
まずは調査だけでもというので調べてもらい

ました。 
そうしたら現在よりさらに基本料金が毎月

￥8,029 安くなって、問題なく使用できるとの

事でした。前に一度やってもらって東北電力の

調査を受けて問題なく使用出来ていたので今

回は安心して契約する事にしました。 

社長みたいに笑顔つくれるかなあ 

高橋さんは、もしもメンテナンスが必要となっ

た場合でも、修理代、工賃、出張費、人件費全

て無料で対応してくれるとの事でした。 
高橋さんの話しでは家庭用のアンペア契約を

低圧電力（動力）で使い、特殊なブレーカーを

流用する事で大幅な基本料金の見直しをする

事ができるようになるそうです。 
現状の動力の契約は全ての設備が必ず同時に

動く事を前提としているため、常にフル稼働状

態で設備を動かしていない事業所であれば、基

本料金の削減が可能だそうです。 
高橋さんは商談がまとまらなかった御客様と

も仲良くなる人で自称「人情派営業マン」と呼

ばれているそうです。そして一番うれしいのは、

仕事をして「電気代が安くなってよかった」と 
御客様に喜んでもらった時だそうです。 
「既存の御客様より次の御客様を紹介しても

らえる事が、自分の誇りです。」と 
話していました。 
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こんにちは。田中です。日頃は大変御世話に

なりありがとうございます。 

 

おかげ様で 19 歳で入社して、現在 35 歳です。

私が入社した時は社長の長男の兼詞君がまだ

幼稚園児でした。 
それが今大学 4 年生になったなんて、本当に

あっという間ですね。

皆様のおかげで私も成長させて頂きました。

私の趣味は家族でドライブと音楽鑑賞です。 
現在、妻と子供二人の四人家族です。 
私の特技は周りの人を笑わせる事です。 
なんて言って、自分も笑いまくっていますが。

仕事は楽しく、そして責任を持って行動する

ようにしています。 
しかし、ちょっと早とちりしてしまう時があ

ります。 
これからも御客様の為に精一杯頑張りますの

で宜しくお願いします。 
 

田中課長と共に 
田中君がその当時 19 歳で入社して、必死になって

先輩の後ろをついて商品を覚えようとしていたの

を思い出します。まだ若い時は感情むき出しのと

ころもありましたが、だんだん仕事をこなせるよ

うになり、家庭を持って父親になってからは別人

のように落ち着きが出て来ました。 
最近は、私よりも冷静に御客様に対応しているよ

うに感じられます。かなり成長してくれました。 
パソコンを初めて取り入れた時は、配達から帰っ

て来てから、在庫の商品をマスター入力するのに

本当に頑張ってくれました。 
現在の当社のパソコンがここまで進化してこれた

のもスタート当初の田中君の頑張りがあったれば

こそです。 
会社の発展と共に田中君も重要なポジションにつ

き、その役目をこなしてくれていると思います。 
これからも当社のリーダーとして宜しくお願いし

ます。       武田英昭より 

㈱タケダスタッフ紹介コーナー 

今回御紹介するのは、田中実課長です。当社の大黒柱です。 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞに載るんす

よね。 

はずかしいっすね。 
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「ありがとう」の一言の大切さ 
日曜日の朝、突然電話が鳴り、女房が驚いた

様子で話をしています。終わった後私が「誰

から」「う、うん、ちょっとオーバンの店長

から」オーバンは地元のスーパーです。私が

思わず「何？」と聞いたら女房が話し始めま

した。 
「実は、この前買い物に行った時、聞きたい

事があって、女性の店員さんに質問したら、

返事がなく…ポケットからメモ用紙を取り出

し…その用紙に書いて下さいと身振り手振り

で頼むのよ。」 
その時この店員さんが聾唖者だと気づいて、そ

のメモ用紙に質問を書いて渡したらその店員

さんは女房の質問にその場で対応出来ず、ここ

で待って下さいとメモに書いて走って行って、

またすぐ戻って来て身振り手振りで返事をし

てくれたそうです。 
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そして女房がその聾唖者の店員さんに「ありが

とう」とお礼を行って帰ってきたそうです。 
数日後、また買い物に行った時、｛意見箱｝に

先日の出来事でその女性店員が障害に負けず

一生懸命に対応してくれた事に感謝の手紙を

書いて来たそうです。 
店長さんはその手紙を社内で全員に話し、この

女性をほめ、さらにこの女性の家族にも「一生

懸命に頑張っているので御客様から意見箱に

感謝の手紙をもらいました。」と報告したそう

です。そして改めて店長さんが女房に御礼の電

話をくれたようです。 
この話を私にしているうちに女房の目が潤ん

でいました。『長女のあみ』と同じ障害の中身

は違っても一生懸命自分なりに努力している

彼女の姿が『あみ』と重なったのではないかと

思います。その話の後、私が女房に「おかあさ

ん、すごいね。彼女本当にうれしかったと思う

よ。」女房はただ言葉が詰まってきたようで、

ただうなずいていました。 

副店長の大谷さんと主人公の田代さんです。 

私は 
よけい 
じゃない

ですか 

田代さん いい笑顔だね 
あなたのおかげでまた顔晴れま

す。ありがとうございます。 

とても笑顔が優しい女性で思わず握手して来

ました。大谷さんの話しでは、今回の女房の『御

意見箱』に投稿した感謝の手紙は、社内で大反

響で、「私達全員が元気付けられました。本当

に感謝しています。」とうれしそうに話してく

れました。こちらこそありがとうございました。 

編集後記 
５月号は皆様にお得な情報をお伝え 
しようと心がけました。 
「＃よけいな話～～～どうでもいい？」 
は紙面の都合上今月は休ませて頂きます。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 
今月の２４日（第４土曜日）は 
すでに御案内差し上げています 
スガツネ工業㈱東京ショールーム 
内覧バスツアーを行います。 
往復のバスの中の話も熱い話で盛り上が

るようスタッフ一同準備しております。 
お楽しみに ＼（＾０＾）／ 

編集責任者  武田英昭 


