アイシングクッキー教室♪
9月24日（土）

eco事業部

ハロウィン仕様の
アイシングクッキーに
挑戦しました！

一祭一得
★ひかりのすみか 時之梄イルミネーション（10月２９〜3月20日）
●御殿場市

アイシングクッキーって？

＊焼いたクッキーの表面をお砂糖や卵白を着色してデコレー
ションしたクッキー。半日〜１日かけてしっかり乾燥すれば表
面がカッチリ固まり、持ち歩きにも便利♪
＊ウエディングのプチギフトや、 お名前入
りの出産内祝いなどにぴったりな華やか
な見た目と、持ち運びやすさから根強い
人気があります。
随時セミナー開催中♪
詳細はこちらでチェック！
東名電機
eco事業部

JR東海道本線三島駅から無料シャトルバス約40分

御殿場高原にある時之梄でイルミネーションが開催されます。
トンネルに
集まった星たちに、音と光が競演し、華やかなハーモニーを奏でます。圧
巻の噴水ショーや、神秘の世界
「水中楽園アクアリウム」
のほか、触れ合
いの場所など、さまざまなスポットが登場し、楽しさ満点です。

一語一得
〜いちごいちえ〜

★富士宮まつり
（11月3日〜5日）
●富士宮市

富士山本宮浅間大社周辺 身延線
「富士宮駅」
から徒歩5分

世界遺産
「富士山」
の構成資産であり、富士山信仰の中心地富士山本宮
浅間大社周辺で行われる秋の例大祭です。氏子が山車の引き廻し、手踊
り等を行い収穫の喜びを分かちあいます。

★戸田さんさんまつり
（11月6日）
●沼津市

東名高速道路沼津ICから車で70分

戸田地場産品が多数出店します。農協、漁協、商工会、観光協会などが一
丸となって魅力ある戸田をPRします。特産品等の販売以外にも駿河湾の
タカアシガニや深海魚の触れ合いコーナー、ステージパフォーマンス、遊
具も出て子どもも楽しめます。

9月16日（土）アイ・ブロード

工場のお仕事紹介フェアに
出展しました。

店一得
今月の一

当日は多くの方にお越し頂きました。
ご来場ありがとうございました。

まちのパン屋さん

ベッカライ
・
ヤキチ
2016.10 Vol.19

ベッカライとはドイツ語でパン屋のこ
と。ベッカライ・ヤキチでは、吟味され
た材料を使用した味わい深いパンを
提供しています。

今月の一語

「ベッカライ・ヤキチ」
ってどんなお店？

（編集：土屋 友美）

ヤキチのオーブンは御影石を使っています。
だからパンが ふ〜っくらモチモチ！
固めのパンから
その2 パン生地は全部で15種類。
やわらかいパンまで色々楽しめます。
種子
その3 パンの材料は無添加のショートニングや、
島で作っているサトウキビを原料とした粗糖
（砂
糖）
など、できるだけいいものを使っています。
その1

●マツモトキヨシ
厚原
スポーツ
公園●

至富士宮
●
カインズ

西富士道路

夏が終わってから不安定な天候が続いていますね。行
楽の秋、晴れ間が待ち遠しいこの頃です。
先日、とある講 演 会に参 加してきました。「笑う人に
は福来る」という演 題で、ポジティブな考え方の大 切さ
を改めて感じた講演会でした。その中で印象に残ったの
が、【1日は8 6,4 0 0 秒】という表 現 。1日は24 時 間 。た
くさ ん 時 間 が あ る と 思 い ま す が 、秒 に 換 算 す る と
8 6,40 0 秒。思ったより短い気がしませんか？見 方を変
えるだけで1日の時 間がとても貴 重なものに思えてくる
から不思 議です。「時は 金なり」。改めて時 間 の 使い方
について考える良い機会となりました。

ベッカライ
ヤキチ

●厚原
浄水場
●GS

●吉原
自動車学校

県道 414 号線

速

高

名

東

路

道

富士
I.C

ベッカライ・ヤキチ

静岡県富士市厚原1075-13
TEL:0545-30-7226
0PEN／10:00-18:30
定休日／月曜日
※祭日も月曜以外は営業中

東名グループ

東名電機㈱ ㈱アイ・ブロード ㈱T-Metal
㈱ティーアイビー 富士山ソーラー㈱ ㈱アイ・ネクスト
株 式会社アイ・ブロード

今泉事業所

〒417- 0001
静岡県富士市今泉1694 - 2
TEL：0545 - 30 - 6116
FAX：0545 - 30 - 6117

http://www.i-broad.co.jp
本社

〒417- 0001
静岡県富士市今泉1774 -1
（東名電機株式会社内）

0120 - 516 - 856

特別 アイ・ネクスト突撃レポート
企画
―御社について教えてください。

地方のホームセンター向けの
物流業務を行なっています。
物流センターは全国に9ヶ所
あり、
アイ・ネクストさんには物
流システムの開発・保守・リ
モート
（遠隔）
メンテナンスをお
願いしています。物流に関する
システムに長けており、専門の
用語も理解されているので、
い
つもお願いしています。

今年の1月に発足したアイ・ネクスト。
その実態を暴くべく、お客様にお話を伺いました。

―アイ・ネクストに業務を依頼する
良さを教えてください。

ジャパンロジスティックス株式会社
常務取締役 寅 澤 久 之 様

アイ・ネクストの3人はそれぞ
れ視点・見方が異なる為、
「あ
あいうのはどうだろう」、
「いや、
こういう方が良い」
と、
それぞれ
の考えを取り入れたイレギュ
ラーに対 応 できる仕 組 みを
作ってくれています。パッケー
ジでは対応できないオリジナ
ルならではですね。

―アイ・ネクスト社員、それぞれについて教えてください。

渡 辺和人さん
アイ・ネクストの事務所は
京セラソーラーＦＣ富士内
にあり、eco事業部のお隣
で仕事をしています。
お客様先へ出向している
場合もありますが、事務
所勤務の際は朝礼や
様々な行事など、アイ・ブ
ロードと一緒に活動して
います。

アイ・ネクストさんの営
業担当ですね。渡辺さ
んと契約の話をして、あ
とは実働部隊として他
の2人が動いています。
『酒飲み』という印象が
強い飲み仲間でもあり
ます。
（笑）

どんな要望でも引き受けて
くれる、
責任感があって頼り
がいのある人です。バーベ
キューに誘われているので
すが、
まだ実現していませ
ん! また企画して下さい!

勝又基裕さん

静かで大人しい印象が強
かったですが、最近はじけ
ましたね。
（笑）
すごく明るく話すように
なったように感じます。

石 川 卓 司 さん

仕事の流れ

受注
打ち合せ
お客様から仕事の依頼をいただき
詳細について打ち合わせをします。

保守
管理
納品後も、正常に作動するよう
メンテナンスを行います。

第17回東名グループ富士山清掃

開発
打ち合わせで決定した
案件の開発を行います。

開催日：11月5日（土）

どなたでもご参加ＯＫ！富士山の見える地元を私
たちと一緒にきれいにしませんか？ご参加希望の
方はアイ・ブロードまでご連絡ください。

納品
出来上がったプログラムを納品
します。
その場で調整も行います。

お問い合わせ先

アイ・ブロード 担当：吉野 Tel.0545-30-6116

