︻新人Ａ︼

︻新人Ｂ︼

︻先輩Ａ︼

︻新人Ａ︼

まずは正確なこと︒

もちろん！ ただ品質といって
もいろいろな要素があるだろ
う？

アドレスは品質で勝負だ！って
先輩いつも言ってますよね︒

︻新人Ａ︼

︻先輩Ａ︼

︻先輩Ｂ︼

時々思うんだけどね︑実は︑
テープおこしって︑本当は組
織内の担当者がやるのがいち
ばんいいんじゃないかと︒発
言者が誰かはすぐわかるし︑
﹁顧客のニーズ﹂もまちがい
なくつかんでいる︵苦笑︶︒

だけどその正確さというのは
﹁当然﹂のことで︑その上に
一つでも二つでもアドレスの
技術を積み重ねたいと思うの
よね︒お客様の求める仕上が
り具合は千差万別︒そこに
﹁高品質﹂があるということ
かな︒

わかんな

うちの制作の人って︑雑音満載
の録音からでも話を聞き取れち
ゃう︒

いよいよ佳境に入ってき
ましたね︒どうですか︑
皆さん︒このつづきを聞
きに︑Ｗｅｂの方にご一
緒しませんか？

えっ？

じゃあアドレスは﹁担当者﹂
を超えられないってことです
か？

︻先輩Ｂ︼

そう思われがちなところが残念
なところね︒本当は正確に聞き
取った後に差が出てくると思う
んだけど︒

︻新人Ｂ︼

︻新人Ａ︼

文章をきれいに整えたりするこ
と？ 句読点の付け方ひとつで
も意味が変わってしまうことも
ありますよね︒

︻先輩Ｂ︼

︻新人Ｂ︼

録音がきれいだったら︑誰がや
っても品質に差が出ないんです
か？

office@adrs.co.jp

プロフェッショナルとしての
真価は︑それを超えたところ
にあるってことね︒

休み中のご連絡はe‑mailにて承ります。

えっ？
い！

年末・年始の休業は12月29日(水)〜１月４日(水）
です。
︻新人Ｂ︼

編集・発行人／内山 泰正

先進医療とかナノテクノロジー
とかになると︑専門用語はいっ
ぱい出てくるし︑話の展開はや
やっこしいし︒それでも調べ尽
くして︑内容をつかみ取ってい
ますよね︒すごい！

0120‑47‑2533

アドレス・本社◆〒921‑8041 金沢市泉1‑1‑7
Tel.076‑247‑2533
東京◆〒169‑0075 新宿区高田馬場3‑25‑3
Tel.03‑5330‑6873
兵庫◆〒664‑0898 伊丹市千僧3‑133‑408
Tel.072‑777‑6564
富山◆〒939‑8066 富山市朝菜町5‑10
Tel.076‑423‑5380
東海◆〒466‑0022 名古屋市昭和区塩付通3‑15
Tel.052‑842‑2672
麹町サテライト◆〒102‑0083 千代田区麹町4‑8クリスタルシティ西館

〜其の十五﹃坂の四季﹄〜

お電話ください！

ＴＴＬ事業部 宮本由美子

の灯りが︑ひときわ人恋しさを募らせる︒

の季節の始まり︒坂の途中に軒を連ねる家々

むしろ︑あられ︑みぞれ︑そして雪へと続くこ

行ったのか︒だれかが敷いてくれた滑り止めの

いつも階段で番していた猫は︑寒くなってどこへ

冬は名前知らずの坂︒

とするのもいい︒

の坂上から野田山︑大門山を見渡してぼーっ

年金会館が連なる︒観劇︑鑑賞のあとには︑こ

隈には︑能楽堂︑美術館︑歴史博物館︑厚生

美術の小径を通ってこの坂に至る本多の森界

秋は大乗寺坂︒

いたくな気分だ︒

ャワーを浴びながら夏休みの読書をするのはぜ

本多の森の蝉時雨と滝のような辰巳用水のシ

県立図書館裏の上り口には狛犬がお出迎え︑

夏は美術の小径︒

しめる︒

で︑歩いて下る隣のＷ坂からも同じ光景が楽

くる︒少し後れて咲く河畔のしだれ桜も見事

れと桜並木が広がり︑明るい開放感に満ちて

寺町台地から下れば︑視界いっぱいに犀川の流

春は桜坂︒

信

あけましておめでとうございます。
今ほど「第二の創業」を意識しているときはありません。
昨年、私たちはバランスの良い新しい仲間を４人迎えました。そして今年４月にはもう一人の
仲間を待っています。そんな今私たちは「PROGRESS〜夢をつなぐ〜」と名付けたビジョンによ
り自分たちの近未来の方向性の共有を図っています。そして自分たちがお届けできる成果物の
方向性ももっときちんと見定めようとしています。
お客様とのコミュニケーションの積み重ねの中から確かな事前期待値を探り当て、そしてそれ
を営業部から制作部へこぼすことのないようにつなぎ、制作部からは「お客様を超える」を究極
の目標として成果物をお届けできたらと努力を重ねてまいります。
もう一度創業の原点に社員全員が立ち返る疑似体験をしながら、さらに良いパートナーとして
存在できるように頑張っていきますので、本年もよろしく手厳しくお願いいたします。
2006年初春
代表取締役 中山雅美

通

金沢市大額1‑342‑3
〒921‑8147

︻先輩Ａ︼

TEL.076‑298‑8585(代) FAX.076‑298‑7665
URL:http://www.adrs.co.jp/ E‑mail:office@adrs.co.jp

よし︑場所を変えて制作部も
呼んでもっと話そう！

アドレスのメンバーがさっきから何
やら熱っぽく語り合っていますね︒
﹁アドレスが目指すべき﹃高品質﹄
とは何か？﹂これはまた大きなテー
マだ︒ちょっと覗いてみましょう︒

〜ワンワンワンダホー！戌年だ号〜

くもり時々雨︑のち快晴！

よい出会いがあるでしょう

今年は重点強化の年になる
でしょう︒

今年は新しい習い事を始め
るでしょう
景気がよくなり︑いろいろな
社会問題の解決の方向も見
え︑明るい年になるでしょう
今年はふるさとの魅力を再
発見する年になるでしょう

今年は︑次世代育成の年に
なるでしょう︒
今年はさらに運気があがり︑
なにごとも﹃はずむ﹄一年でし
ょう︒

今年はきっ
と良い年！何かと山あ
り谷ありでしょうが︑それを乗り
越え︑きっ
と良い年にします！

大学の通信教育も２年目に突入︒
今年は早めにレポートを書いて︑
余裕を持ちたいと思います︒

昨年よりは少し的を絞りつつ︑引
き続き言葉の豊かさを広げる営み
を続けたいと思います︒

今年は﹁動﹂の習い事︒ずっ
と諦めて
いた﹁フラメンコ﹂でもと考えている
歳女・・・︒

宝くじに期待するのはやめて︑株

を買っ
てみたい︒

おいしいものをいっ
ぱい食べて︑地元

生活を満喫します︒

すこやかに伸びようとする芽の栄
養となるために︑土壌の日常的手
入れ︵天日干し・風通し︶をしま
しょう︒

今年ははずみ過ぎず落ち着き︑地
に足をつけた仕事をしよう︒
︱目先のものに飛びつくことなかれ︱
今年は未来を考える年にな
るでしょう

今年は︑ざくざく収穫の

昨年４月に個人情報保護法が施行され︑私
たちも大事なお客様の情報を預かる者として
セキュ
リティの強化を押しすすめ︑昨年はセキュ
リティ元年といういうべき年になりました︒
今年はプライバシーマークを取得し︑さらに安
心してご発注いただけるよう体制を整えてまい
ります︒お客様にご協力いただくことも多く恐
縮ですが︑本年もよろしくお願いいたします︒

謹 賀 新 年

二〇〇六年

二〇〇六年

専務取締役・
個人情報保護管理責任者
山内 光浩

初 春 のご挨 拶
コミュ
ニケーションの具材として﹁言葉﹂を扱う
私たちですが︑まずはお客様ひとりひとりの
﹁言葉﹂に耳を澄ませることから私たち自身の
コミュ
ニケーションを始めたいと思います︒

取締役 営業部長
中山 務

未来というと大袈裟ですが︑会社
においても私生活においても︑ 年
先を考えて人生の再設計をした
いと思っ
ています︒

これまでの自分を振り返り︑行動
のよしあしを確認し︑できることを
広げ︑自分の中の可能性を育てて
いきたいです︒

パートナーといっ
ても︑夫婦︑同僚︑お客
様︑友達といろいろいます︒他はさてお
き︑今年もお客様とのパートナーシップ
を大事に育んでいきたいと思います︒

年後の自分を見据えて︑新たな夢を紡ぎながら
前進していきたいと思います︒そして密かな老後の
楽しみのためにも︑忙しさにかまけて少なくなりか
けている友人との交流も復活させたいと思っ
ています︒

今年は自分自身を理解す
る年となることでしょう
今年はもっ
とシャ
ープにもっ
と豊か
になるでしょう
これまでのパートナーとはより
深い仲になりますし︑さらに
新たなパートナーシップを結
ぶ仲間に恵まれるでしょう︒
今年は穏やかな一年になる
でしょう

無病息災な一年となるでし
ょう︒

今年は自分らしく輝け
る年になるでしょう

今年は何か新しいことをはじ
める年になるでしょう

夢をつかむチャンスです！
短時間で大きな収入！

今年は内面的に充実した
年になるでしょう

今年は︑健康に恵まれた一
年になるでしょう！

20

高校受験の息子と大学受験の娘
を抱え︑気苦労百倍︒愛犬ともど
も︑笑っ
て春を迎えられる戌年に
なりますように︒
昨年は体調を崩しがちでしたが︑
今年は健康管理に気を遣い︑元
気に過ごせるようにします︒
スキルアップのために︑やりたいことに
﹃本気﹄になります︒もっ
と外に出て行
き︑たくさんの人やものに触れて︑自分
に磨きをかけます︒
関西の営業を始めて 年︒初心に
かえり︑自分を磨きたいと思います︒
ここしばらく惰性で流されきた感
がありますので︑今年は充実した
年となるようがんばります︒
仕事はもちろん︑読書︑旅行︑人
との関わりなど大切にし︑内面も
充実させます︒
早寝早起︑禁煙続行︑深酒厳禁︑
腹八分目︑ジム通い︑毎日青
汁・・・健康第一です︒頑張りま
すよ︒

夢の実現は︑明確化から︒まずは

いに活動します︒

地域の中にも外にも飛び出して大

目標が決まっ
たら︑あとは山でも谷でも口笛吹い
て進んでいきましょう︒道が険しければ仲間との
連帯も深まるというもの︒自分と仲間を信じて
一歩一歩を確実に踏み出していきたいものです︒
今年は社外での生活が忙し

その方角に吉あり︒
迷わず進めば運気も
上昇するでしょう

吉 巨
吉 寿
書き初めから始めたいと思います︒
タケノコ・・・マツタケ・・・いえいえ︑そっ
ち
の収穫ではなく︒沢山の人との出会い︑
ふれあいを大切に︑貴重な情報を蓄
えるためには努力を惜しまない︒
初心に立ちかえり︑目標をきちん
と見定めて努力を怠らず︑実りあ
る年にしたいと思います︒

代表取締役 業務部 専務取締役
中山雅美 角目有美 山内光浩
DTI事業部 TTL事業部
営業部
丸田泰之 石蔵麻里子 草光広人
営業部
高平佳奈
営業部
坪井真理

10

今年は︑今まで諦めかけていた
夢や希望に︑新たな光が差し
込んでくる年になるでしょう︒

吉 超

取締役
営業部
営業部
DTI事業部
営業部長
小崎三智子
平
絵梨香
内山泰正
中山 務
TTL事業部 TTL事業部
古本恒子 西 健治

10

吉 大
吉 巨

今年は夢がふくらむ年にな

くなるでしょう︒

業務部
秋山昌代

営業部
藤田祐美

るでしょう︒

TTL事業部 TTL事業部
今村千鶴 松村信子

TTL事業部
青柳 滋

吉 大

吉 最
吉 極

吉 極

吉 大

吉 秀

吉 大

吉 大

吉 超

吉 慶

吉 大

年となるでしょう︒

管理部
渡邊晶子
業務部
TTL事業部 TTL事業部 TTL事業部
道上一美 宮本由美子 北本理恵 山田一郎

吉 寿
吉 大
吉 大
吉 大
吉 秀
吉 慶
吉 大
吉 最

