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あなたにそして自分にも 

うれしい、御客様より いつまでも出世払い？    
  大学一年生の頃、常に

お金が無く、友達のおごり

ばかりに頼っていた 
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武田英昭です。 

夏休みで家に帰っていた時、

すでに就職していた友達の

S 君と喫茶店に入り、お互

いの近況報告をしていまし

た。 

さて、いざ帰る時になって、

私は、はなから友達の S 君のおごりと思って、 

の感想を頂きました。 

 
武田工務㈱様の社長様よりうれしいアンケートを 
頂きましたので御紹介させて頂きます。 
 
1. まず、新聞の題がいい。仕事

でも人生でもどんまいの連

続（プラス夫婦の間でもか

な） 
無一文でした。 

S 君は自分の分だけしか持っていませんでした。 
2. 社長様色々な話題や色々な

思い出の引き出しが限りな

くあるんだなと感心します。 

私： 「え～ おごってもらえると思ってたあ」 

S 君： 「んん～」「どうする？」 

私：  「んじゃ、… じゃんけんして負けた方が家

に取りに行くようにすっべ」 
3. 同じタケダでもこちらのタ

ケダと違ってやさしい御主人様で奥様が羨まし

い！！ 
S 君： 「わかった」（¨）； 

その後じゃんけんをして私が勝ったので、 
4. 皆様へ、こちらのタケダ社長＝いつもキツイ口調の

注文で申し訳ないです（キツイのは顔だけにしろと

いいたい）これからも大忙しの中、新聞頑張って下

さい。 

S 君が自分の分を持っているのに家まで取りに 

行ってくれました。   今頃になって…すまん。 

その間、1 人で彼を待っているのがやたら長く 

感じられました。（でも彼を信じていました。） 
（寝不足に注意し、体に注意して！！） 

やはり、ちゃんと帰ってきてくれました。 
  

S 君には出世払いと言いながらおごって 
武田工務㈱様には、本当に日頃から当社に御注文や御

協力を頂きましてありがとうございます。 
もらってばかりでした。今更ありがとう。（＾O＾） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
さらに今回は、このような優しいアンケートを頂きまし

て、感激しています。タケダの社員全員が社長様の 
 10 月といえば、読書の秋ですが、私は読みたい 

本が何冊も買い込んであり、毎日寝る前に歯磨き 
御気持ちを感じています。 ありがとうございます。 

をしながら少しずつ読んでいます。面白い本を見 
 武田社長様からの御電話を頂きますと、確かに 

つけてついついはまって夜更かしして「え、もう 
自然と背筋がピンと伸びて、真剣に聞いています。 

こんな時間！」翌朝、「寝不足だあ」なんてならな 
武田社長様にはそんな人徳が備わっているように思い

ます。いいお手本にさせて頂きます。 武田英昭    
いように気をつけて下さいね。 え、私の事。？ 
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その時、取り付ける前に使用前と使用後の違い 
車の燃費削減の切り札 がわかるようにとディーゼルエンジンの排気ガ

スの状態を見る事になりました。 

エコリッチ登場 なんか、どれだけひどい煙を出して運転してい 
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たか、かなり不安でした。アクセル全開したら、 
ごめん 
ちょっと 「うわ。」「うわ。」「すご～」 

もう黒い煙がセレナの後ろ側全部覆ってしま

う位もくもくと出て息を止めたくなるような 

それはそれは、ものすごいものでした。 

見ていた人がみんな驚きの声を上げたので、もう

私は自分の車に恥ずかしくて、その場から逃げ出

したいくらいでした。 

右田社長の講演を聞いてきました。 

右田社長が発明したエコリッチという品物は、 

車のエンジンの状態をストレスの無いスムーズ 

な流れにする事で、燃費削減や排気ガス削減に効 

果を期待できるという商品でした。 

すでに特許をとっていて、四国の”よさこい国

体”では選手達の移動のバスに取り付けられ、高

知県知事の推薦までもらったそうです。 

このエコリッチを取り付けると3日位で大体の人

が今までの乗り心地と違うのに気づくとの事で

した。 

特許の中身について質問したら、 

「マイナスの電子と遠赤外線の効果でガソリン 

の中の酸素のかたまりをほぐして、不完全燃焼を 

完全燃焼に変えていく」との説明でした。 

まるで私が自分の体に遠赤外線の下着を着て、さ 

らにマイナス水素を体内に取り入れている事と 

同じだなあ～と思いました。                       
講演の後、実際に私の 12 年間乗っている、かなり

エンジンの音がうるさいセレナにエコリッチの

フルセットをつけてもらう事になりました。  
 

充分使用前を確認してから早速エコリッチを

取り付けてもらい、しばらくして 

またエンジン全開したら、あの黒い煙が出ません。 

「え！」「ほんとだ」「へ～」みんなびっくり仰天 

エンジンの音まで静かになって来ました。 

何度、目いっぱいアクセルを吹かしても黒い煙 

が殆ど出ません。 

その様子を見ていた参加者のほとんどの人が

自分の車にもつけて欲しいと右田社長に頼み込

み始めました。 

サンプル的に私のセレナともう2台位の予定でし 

たが、なんと8台の車に取付させられていました。 

もう右田社長の顔から汗がボタボタ落ちてい

ました。それでもいやな顔もせず、帰りの新幹線

の時間を気にしながらギリギリまで取り付けし

てくれました。               

新幹線に乗り遅れる～。

早くして～ 

我輩は 
エコ 
リッチ 
で 
あ～る 
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えっ！本当 エコリッチの ひであきの 

健康にちょっといい話 驚く結果に万歳！！ 
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お客様の Iさんから「人参ジュースのレシピを 

車種によ

って、 
取付ける

位置が違

うんです

よ。 

教えてもらいたい」と言われました。 

それで、私の方法を簡単に説明します。 

ーに上から入

      

これがむ

ずかしい

ですね 

 

皆さんの要望に快く引き受けてしまう右田社

長が気の毒に思いました。 

講演に四国から山形に来てくれたのに、予定外 

に取り付けに時間をとられ帰りの新幹線の時間

ギリギリまで汗だくになりながら取り付けして

くれました。 

着替えも出来ないまま、多分下着はビショビショ 

になっていたと思います。 

右田社長、本当に御苦労様でした。 

その帰り、天童から山形までセレナを運転して、 

アクセルの感覚が今までと違っているのには本当 

に驚きました。 

1 速から 2 速へも今までと全然違う感覚で切り替 

えできます。 

スムースで「ほんとにこれはすごい」と実感しま 

くりながら、帰って来ました。 

今度は私の後ろの車の方に迷惑かけないで 

運転できる事に、なんかうれしくなり、今まで 

以上に排気ガスに敏感になっていました。 

これでポンコツセレナですがもう少し乗れそう

です。 

早速当社の営業車全部に取付けました。 

人参ジュースを作る時、一番大切な事は、人参の 

ア

ンの皮を

スコルキナーゼという酵素を体の中に取り入れて 

同時にレモンやりんごのビタミン C をとることです。 

残念ながら 近の農薬で汚染されたレモンやりんご

には、ビタミン Aが殆ど含まれていません。 

 でもまだビタミン Cは残っています。 

まず 初に人参の皮を剥きます。次はレモ

剥きます。 後にりんごの皮を剥きます。少しでも

農薬に汚染された部分は取り除きます。 

上の写真の材料で大人 3人分です。 

この材料をこのチャンピオンジューサ

れて行きます。その

時は、最初に人参、

次がレモンで最後

にりんごです。人参

のアスコルキナー

ゼという酵素はり

んごのビタミン C

を殺してしまう程、強力なので、人参の次にレモンを

入れて中和させてから最後にりんごを入れます。 

この続きは、来月号で説明しますね。（＾-＾）

毎朝、人参ジュースで

パワーアップ 
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私から城戸口君へ  スタッフ紹介コーナー    
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未知のパワーを秘めた城戸口彰君 

練習しているの

でちゃんと大会もあるので、 

りスノー

てい

な

 
は難しいです。金物の種類 

はか

 城戸口君、いつも朝早く出社してくれて御苦労

様です。毎朝の事務所掃除から一日がスタートし

て、最近よく電話もとってくれるようになりまし

たね。商品がわからないと電話をとるのが不安で 
なかなか出られないものですが、最近は積極的に

電話をとるようになってきていると思います。 
 御客様からも、御指名の電話が増えて来て、 
大変心強く思っています。＼（＾０＾）／ 
御客様が育ててくれるんだなあと喜んでいます。 
最近は、なかなか社内勉強会も出来ないでいます

が、先輩達の仕事ぶりを真似して、自分の物にし

ていって下さい。しっかり遊んでしっかり仕事し

て自分の人生を謳歌して下さい。  武田英昭      

行ってきま～す。今日もやるぞ～ 

㈱タ

城

ーとバトミントン、スノーボー 

ケダに入社して約一年十ｹ月になった 
戸口彰です。 

       編 集 後 記 
か。？ 

。 

様の 

★☆★☆★☆★☆★ 

ていま

自分の趣味はバレ

ドです。バレーとバトミントンに関しては、 今月号はいかがだったでしょう

毎週木曜日に練習しています。 是非皆様の御感想をお待ちしております

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆☆★☆★☆★☆ 

今月御紹介させて頂きました、武田工務㈱

武田社長様、アンケート頂きまして改めて感謝い

たします。又、掲載する事を許可頂きましてあり

がとうございました。 
☆★☆★☆★☆★☆★☆

エコリッチの右田社長様御苦労様でした。 
おかげでまだまだセレナ乗れそうです。 
車の調子も良くて、加速が滑らかです。 
現在、K モータースさんでも試してもらっ

す。どれだけ燃費が違うのか結果が楽しみです。 
☆ ★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆ 
城戸口君ありがとう。これからも頼みます。 
☆ ★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆ 
人参ジュースは来月又詳しく紹介させてもらい

幼稚園からの付き合いの仲間と

で、今現在自分にとって、一週間の内で唯一の楽

しみであり、自分自身を発散できる場所だと思っ

ています。 
 男女混合チーム

これがまた、結構おもしゃいです。 
これからはウィンターシーズンも始ま

ボードも始まるのでめっちゃ楽しみです。 
こんな趣味を友達と共有する事しか考え

いような自分ですが、仕事も頑張るんで宜しく

御願いします。 
☆仕事について☆

正直、この仕事

なりあるし、使い方も一つ一つ頭に入れて

いかなきゃいけない。こんな難しい仕事ですが、

御客様の要望に答えられるよう頑張って行き

ますので宜しく御願いします。   城戸口彰 

ま

す。最後まで読んで頂きありがとうございました。

 ＼（＾０＾）／       武田英昭 




