
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「封筒にメールアドレスを書けば相手に届く」そう思って

いる中学生が少なからずいる。という記事を新聞で拝見し

ました。今年の全国学力テストの国語の問題で封筒の表書

きをどうするかという質問ですが、宛名と住所の位置を逆

に書いたり、FAX番号やメールアドレスを記したり、正し

く書けた生徒は 57%しかいなかったそうです。メールや SNS

の普及で、手紙との縁が薄くなり７年前の同様の問題より

正答率が大幅に下がったそうです。私も仕事上でのやり取

りはメール、プライベート上でのやり取りは LINEが主流と

なり、手紙を書く機会はほぼ皆無です。そんな中先日とあ

る大手企業の社長へ弊社社員が過去の伝手を頼りに手紙を

送りました。数年前より先方と現場での交渉が難航してい

ましたが、その手紙がきっかけとなり交渉が好転しました。

昔お世話になったこと、近況の確認、社長就任へのお祝い、

現状の問題点、突然連絡した事へのお詫び等々、その手紙

にはたくさんの想いが込められており、人とのご縁と手紙

の力に驚きました。メールや LINEは瞬時に相手に届き、手

紙に比べて労力もかかりません。それでも LINEでは、「了

解」を「り。」で済ます等、どんどん簡素化されていきま

す。通信手段が便利で手軽になっていくのは良い事ですが、

手紙の力が知られずに使われなくなっていく事に少々寂し

い気持ちになりました。 

連絡手段の移り変わりから「コミュニケーション」の取

り方も随分と変化してきております。 

弊社では前期よりグループウェアを導入しております。グ

ループウェアとはネットワークを使用した情報共有やコミ

ュニケーションにより業務効率を上げるツールの総称です。

これらを活用する事により社員全員がタイムリーに情報を

共有でき、情報に対する意見交換等もチャット形式ででき

るようになりました。それにより時間を決めて事務所に集

まらなくても、ちょっとした打合せがツール上で可能とな

り、会議や打合せの回数が減りました。またスマホ・タブ

レットの活用により、それらを外出先でも使用できる事か

ら、営業マンの直行直帰が可能となり、随分と働き方改革 

 

 

 

に繋がっていると思います。コミュニケーションは、相手

と対面する直接的なものと対面しない間接的なものに分か

れます。便利なグループウェアでのコミュニケーションは

間接的な部類に入ります。便利である一方、文字だけのや

り取りになる場合や、動画を使用する場合でも一方的にな

る等、深い想いを伝える際には間接的なコミュニケーショ

ンでは限界があります。内容や状況に応じて直接的なコミ

ュニケーションと間接的なコミュニケーションをバランス

よく使い分けていく事が重要だと思います。 

ファーストリフォームは 9 月に国際福祉機器展（HCR）

へ出展し、第10回目となる「BAUHAUS優良施工業者認定会」

を開催しました。今回も商品やサービスに対するご要望を

多数頂戴し、ファーストリフォームをご利用いただいてい

るヘビーユーザーと直接的なコミュニケーションを図れる

有意義な場となりました。また、10月よりチャットボット

機能を Webサイトへ搭載し、利便性の高い間接的なコミュ

ニケーションにも取り組んでおります。 

2020年 1月には、ファーストリフォームのグランドオー

プンより 15 周年を迎えます。これもひとえに事業を推進

いただいている販売特約店様（RP）、仕入先様（MP）物流・

システム会社様（SP）そして全国の施工業者様（CP）のお

陰です。この場をお借りして厚く御礼申し上げます。 

For Interactive Relations and Speedy Transportation 

「お客様の声をきき、お応えする。そして、スピーディに

商品を開発しお届けする。」 

今後もコミュニケーションを大切にしてファーストリフォ

ームの事業理念を継承し、販売特約店様と事業を推進して

いきたいと考えております。今後ともより一層のご指導ご

鞭撻のほど、宜しくお願い致します。 

 

営業本部 

執行役員 ファーストリフォーム営業部長 

大島 康弘 

2019 年 

1１月 1 日 

【 コミュニケーション 】 

】 
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メッシュフェンスＧ10 めかくし壁Ｖ型

神栄ホームクリエイト 株式会社

積水樹脂 株式会社

宅配ボックス
●電源不要の電池使用タイプ　●テンキー式
●壁付、据置型 兼用

株式会社 川口技研
室内用
ホスクリーン専用竿  QL 型
スポット型物干用の四角い専用竿

ハンガーが竿の２点に接するから
ハンガーが斜めになりづらい

室内用
ホスクリーン  QLH 型
室内用物干し竿QL型専用フック
QLH型があれば、室内物干を
しない時に竿（QL型）の収納と
衣類掛けとして活用ができます。

専用フック　QLH-CR
（１セット２個入り）

『収納』QLH型 +QL 型

『干す』SPC 型 +QL 型

ホスクリーン  RK 型・HD型
窓壁用ＲＫ型と腰壁用ＨＤ型の
各サイズにＢＬ色を追加設定

RK-55-BL / RK-65-BL
HD-35-BL / HD-45-BL / HD-55-BL

ＨＤ型

ＲＫ型

機能美を追求したデザイン
施工が簡単な自由柱方式
二重防食効果に優れた塗装

景観に調和するルーバーデザイン
二重防食効果に優れた塗装
視線カットと通風性の両立
片側施工を実現（Ｈ600～Ｈ1800）

簡単なテンキー操作で施錠・開錠が可能ですので
どなたでもご使用いただけます。

寸法：Ｈ540×Ｗ360×Ｄ360  材質：鋼板製
色：シルバー/ブラック/ホワイト 仕上：焼付塗装

テンキー錠M01-BL型 M02-WC型

再配達を減らし、いつでも簡単に荷物が受け取れます。

※屋内仕様です
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2019.11月末 発売予定

後入れ

●縦、横向きどちらでも使えます。

●スライドさせて後入れできます。●15mmの出幅調整が可能。

手すりカタログVOL.1

ぜひ、ご利用ください！ カタらボ▶https://www.catalabo.org/

建材・住宅設備のデジタルカタログサイト

掲載開始！

新商品登場！
壁付ブラケット縦型

への
キーワード検索や、お気に入り登録など多彩な機能で

提案・設計・営業など、さまざまなシーンでご活用いただけます。

フリーＲレール

ステンカラー色

ダークブロンズ
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国際福祉機器展
ご来場ありがとうございました！

フリーRレールの体験コーナーでは、
多数の方にご参加いただき、実際に手すり棒の
曲げ加工を体験していただきました。  

H.C.R.2019

今年の春に発売された
たよレールSOTOEの

展示も。

オーダーサイト

受賞！ 詳しくはこちらから→

子供たちが描いた絵が世界に1つだけの手すりとなり、
おじいちゃん、おばあちゃんのもとへ届けられるプロジェクトです。

OPEN！！

お絵かき手すりオーダーサイト
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弊社では、月間で最も優秀な成績を残した社員を『月間ＭＶＰ』として表彰しています

月間ＭＶＰは
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金物建材営業部　高松営業所
所長　下村　秀之（平成１８年入社、平成２９年より現職）

９月度ＭＶＰを受賞致しました。
これもひとえに得意先様、仕入先様の
お力添え頂けました事での受賞と思っており、
略儀ながら書中にてお礼申し上げます。
また弊社スタッフの協力も有難く思います。
今後も誠心誠意尽くして参りますので、
なお一層のお引立てお願い申し上げます。

高松（営業所）のある香川県は温暖で
海山の幸に恵まれた素晴らしい土地です。
そして、うどん消費量は全国１位！
（一人当りの消費は約230玉/年）もっぱら
休日はうどん店の新規開拓を行っております。
お近くにお越しの際にご連絡頂けましたら
個人的なオススメ店をご紹介させて頂きます。石井主幹

季節の変わり目は、風邪を引きやすい時期でもあり、

長引いたり酷くなったりする前に、適切に対処することが

大切です。いつもより長く十分な睡眠を取る、

人肌くらいの温かさで消化の良い食事を摂取する、

悪寒がする時に首・手首・足首を温めて体温を上げる

など、早く治るように対処しましょう。

株式会社  イーストアイ

ＯＡフロアー
エコユニットフロアー
class3000

高須産業 株式会社株式会社 キタイコーポレーション

施工ズレ防止
誰でも簡単
キレイに施工！

凸凹が噛み合って、
まっすぐに施工。

熱膨張対策
パネルの寸法変化（季節の
温度変化で発生）による
パネルの隆起を防止！

矢印方向に変形して
寸法差を吸収。

浴室換気乾燥暖房機
BF-861RGA

リフォームに最適

グラファイトヒーターで
すばやくポカポカ
ヒートショック防止に！
入浴時の急激な温度差を解消します

Before

After

既存換気扇

BF-861RGA

予備暖房 入浴暖房

乾燥 節電乾燥 風乾燥

涼風 換気 24時間換気

災害用マンホールトイレ
パーソナルテントセット

災害時に備えたマンホールトイレ
工具不要・組立簡単

マンホール内径 60cmまで対応の
大型床プレート /手すり内幅 54cm

対応マンホール内径：20～ 60cm
使用時サイズ：Ｗ67×Ｄ75×Ｈ79 ～ 86.5cm

設営サイズ：
Ｗ120×Ｄ120×Ｈ200cm（Ｍサイズ）

屋内でも設営できる自立タイプです
プライバシースペースの確保に

多目的に利用できるパーソナルテントとセットです

パーソナルテント・トイレセット
（VE100W＋PTAMセット）

写真はH50SP
４種類の高さにより様々な
施工現場への対応が可能です。


