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私たちは、確かな商品、確かな情報をお届けします。
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は じめに

「「「「私私私私がコアバリューの作成をををを目指した経緯」」」」

私 たち の仕事は どんな仕事 をしてい るかこた えられ ますか？
一 言で済ま せようと すると なかなか 難しいで すよね ？

三嶋商事株式会社

賴之

代表 取締役

三嶋

以 前、私の 友人から 奥さ んのお父 さんが慢 性腎不 全になっ たと、相 談の話 がありま した。

「クレアチニンの数値が上がっている。すぐに透析をしなければならない」と病院の医師に言われたそ

う です。奥 さんは透 析と聞 いて、何 とか透析 を遅ら せる事が 出来ない かと調 べました 。

セ カンドオ ピニオン をして 食事療法 がある事 を知っ たそうで す。私は 友人か らそのお 父さんの 事も少 し
聞 いていま した。出 された 薬は嫌が って飲ま ないと の事でし た。

「薬は大事だから飲むようにしてもらった方がいいよ。たぶん血圧のコントロールをする薬も処方され

て いるかも 知れない から飲 まなけれ ば。食事 療法は 必要なら ばカタロ グを渡 すので、 そのお医 者さん に

聞 いて指導 をしても らった 方がいい 」と私は 言いま した。後 日、友人 にカタ ログを渡 しました 。

し ばらくし て当社ネ ット サイトか ら注文が 入り、 友人は近 所でした ので商 品を会社 に取りに来ました。

私 の仕事は 友人から すれば 、医療施 設に食品 を届け ているく らいしか 認識は なかった ようです が、今 回
の 事で何を 販売して いるの かを良く 理解して くれた と思いま す。

私 たち の仕事内 容は健康な 方は、ほ とんどご 存知で はないと 思います 。医療 関係者で なければ なかな
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か 知らない のが現実 です。 しかし、 私たちの 身近な ところで 私たちの 商品が 必要にな った時は 、私た ち

も改めて 「こんな仕事をしています 。
」 と言 えるこ とが出来 ると思い ます。 是非、そ のような 時は胸 を
張 って頂き たい。

医療のののの現場にはいないけれど、、、、必必必必ずずずず必要なななな方方方方にににに、、、、なければならないものを扱扱扱扱っている事事事事にににに。。。。そして、、、、そそそそ
のののの医療のののの輪輪輪輪のののの中中中中にいることも。。。。

先 日、 堺市の就 職斡旋支援 をしてい る方と打 合せを していま した。当 社の会 社を説明 している と、そ

の 担当者は 前職が歯 科医師 で訪問歯 科診療を 行って いたとの ことです 。その 事もあり 当社の仕 事内容 に
は 認識がご ざいまし た。そ の担当者 はこう言 ってい ました。

「口腔ケアが充分ではなくその原因で肺炎をおこす方が多くいます。在宅にはそのような方がたくさん

い ると思い ます。嚥 下困難 な方の食 事を扱っ ている のですね 。
」 歯科 医師は 食べられ る口をつ くります。

し かし、そ の口での 食形態 のマッチ ングは充 分には 出来てい ない事が 現状で はないで しょうか 。私た ち

は 患者さん に必要な 商品を 届けなけ ればなり ません 。患者さ んの事を 考える 仕事です 。医療施 設では 窓

口 になる専 門職種の 方がお 客様と捉 えがちで すが、 その先に は患者さ んがい る。その 思いで取 組む事 が
私 たちの仕 事であり 使命で もありま す。

こ のこ とは、皆 さんには普 段話して はいると 思いま すが、改 めて文書 にして 伝えよう と思いま した。
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な ぜな らそれは 、当社のビ ジョンに なったか らです 。経営理 念は日頃 から口 にしてい ますが、 ビジョ

ン は？ だと思い ます。だか ら今から お伝えし ます。 これが私 たちのビ ジョン です。
社員のののの皆皆皆皆さんからは
「「「「三嶋商事にににに入入入入って良良良良かったと言言言言ってもらえる会社になる」」」」
おおおお客様からは
「「「「三嶋商事から商品をををを購入したいと言言言言って頂頂頂頂ける会社になる」」」」

そ うな る為には 、これから どのよう な事を行 ってい けばよい のかを記 したの が本書で す。
全 社員の熟 読をお願 い申し 上げます 。
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経 営理念に ついて

経 営理 念は全員 ご存知だと 思います 。最近は 短縮し て『地域 医療に貢 献』と 言ってい ますが、 実は

悩んで悩 んでな のか？ど れに当て はまる か

『 ～できる 企業にな る』と 続いてい ます。知 ってい ましたか ？
今 回、私が 迷いに迷 ってと 言うか、 考えに考 えて、 なのか

わ かりませ んが、会 社が今 まで以上 に成長す るため 考えた事 を皆さん にお伝 えしたい と思いま す。

私 が経 営理念を 掲げたのは 平成２０ 年１月か ら行わ れた、あ る組合の 後継者 ・若手経 営者育成 研修会
じゃ あそれま で経営 理念はな かったの ？

に 参加した 事がきっ かけで す。
え！

そ うなんで す。経営 理念は ございま せんでし た。２ ００８年 までなか ったの です。会 社が創立 し２６年、

私 が２代目 になって ５年間 、三嶋商 事株式会 社の理 念は経営 者の心の 中でぼ んやりと 持ってい たくら い
だ ったと思 います。

先 代の 時は家族 経営。私は ３人姉弟 で姉が２ 人いま す。先代 である父 が、最 大の経営 目的とし ていた
のは、３人の子供を養う為に 「飯を食わせる」ことであったと思います。

創 業は ロゴマー クにもある ように１ ９８２年 。先代 がクリニ カルフー ドより 独立し、 大和川よ り以南
を 商圏とし てクリニ カルフ ード・ミ ナミを創 りまし た。
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最 初は １人で起 業、その過 程で母が 加わり、 長女が 加わりし ました。 完全な る家業で す。私も 幼少の

頃から配達について行き、学生時代は配送のアルバイトをしていました。私は堀之内缶詰 （現ホリカフ

ーズ）を経て、２０００年 （２７歳）に三嶋商事株式会社へ入社いたしました。

私 が３０歳 のときに 突然先 代が亡く なり、バ トンを 渡されま した。そ のとき 会社の売 上高はち ょうど ２

億 円。家族 以外に社 員が１ 人の計４ 人。しか し先代 が亡くな り３人。 家族以 外の方に 手伝って 頂く事 が
は じまりま した。

私 は訳 もわから ず経営者と なり、振 り返えれ ば最初 の３年間 は何をし ていた かわかり ません。 記憶が

曖 昧になる くらいの 日々で した。よ うやく４ 年目く らいから 人も少し 増え、 役割を少 しずつ分 担でき る

よ うになり ました。 しかし 、現場で 営業する 事には 変わりな く、経営 者とし ての本 来 の仕事は行って い

ませんでした。最初の数年、私自身最大の目的は 「引継いだ会社を潰さない」でした。

そ して、会 社の売上 増とと もに人も 更に増え 、組織 作りを意 識してき たその 頃にきっ かけが訪 れました。

「会社を潰さない」から、この仕事に特化した 「地域医療に貢献できる企業になる」という経営理念が

私 の中に生 まれまし た。医 療の現場 ではない 間接的 な仕事で すが、医 療の輪 の中にい る事を自 覚でき る
理 念である と考えま した。

時 が経 ち、今皆 さんがこの 会社に集 結してく れまし た。会社 も引越し 、より 会社らし くハード は揃い

ま した。そ こで、も っと理 念を追求 し、もっ とお客 様に信頼 を頂き、 もっと 成長し、 より働き やすい 環

境 をつくる ため経営 理念・ 会社の行 動指針、 つまり 企業文化 創りを以 下の事 に重視し 、取組ん で行く 事
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に 決めまし た。
経 営理念に プラス
よりみんなと共感・共有をする為に 「みんながハピネス」を追加します。

こ れはハピ ネス＝幸 せです 。社員み んながフ ァミリ ーであり 、ファミ リーは 幸せでな ければな りません。

この会社に入って良かったと思って頂きたい。この思いは日に日に強くなっています。 「みんながハピ

ネ ス」には 社員への 思いが 入ってい ます。そ してこ の会社に 関わる方 々に対 してもハ ピネスを 届けら れ
る ようにと 願ってプ ラスし ました。

経営理 念
みんながハピネス』』』』

社 内、 社外がハ ピネス！ど うですか ？実現し たくな いですか ？

三 嶋商事株 式会社

『『『『地域医療にににに貢献できる企業になる
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【【【【６６６６】】】】

【【【【５５５５】】】】

【【【【４４４４】】】】

【【【【３３３３】】】】

【【【【２２２２】】】】

【【【【１１１１】】】】

意欲的 （（（（マインド））））なコミュニケーションを率先する

変化をををを受入れれれれ、、、、変化 （（（（改善））））をする 創造的なななな発想推進

確確確確かな情報をををを届届届届けるために積極的にににに知識 （（（（ナレッジ））））をををを身身身身につける

カスタマーサービスをより良良良良くくくく

自己管理できる人間、、、、成長・・・・学学学学び・？？？？をををを追求する

一一一一つのチームを目指すすすす

サプライズ・感動・・・・喜喜喜喜びびびび

企業文化＝＝＝＝コアバリューの実現

【【【【７７７７】】】】

環境・・・・会社・・・・自分をキレイに、、、、自慢できる会社をつくる

会社はファミリー、、、、みんなで助助助助けけけけ合合合合うううう

【【【【８８８８】】】】

感謝のののの気持ちを忘忘忘忘れず謙虚であれ
取引先 あっての 会社

【【【【９９９９】】】】

【【【【１０】】】】 全全全全ての取引先をををを大切にする

フ ァミ リーとし て行動する 為には企 業文化が 必要で す。この 方針の下 にみん なが行動 し、経営 理念を
達 成する事 を使命と します 。

企 業が 一つの国 とするなら ば、理念 は国旗で す。こ の国旗の 下にコア バリュ ー、憲法 ・法律が あるべ
き です。み んなが住 む国に はルール がなけれ ばなり ません。
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同 じ価値観 を共有し 、使命 の実現に 取組みま しょう ！

三 嶋商 事株式会 社コアバリ ューは１ ０項目を あげま した。こ れらをす ぐに実 現してい く事は大 変では

あ りますが 、このコ アバリ ューを行 っていく 事に取 組んでく ださい。 今後こ のコアバ リューが 会社の 基

本 方針にな ります。 判断に 迷った時 はこのコ アバリ ューに沿 って行動 してみ て下さい 。また、 今後業 務

評 価はこの コアバリ ューに 沿ったも のに変わ ってい きます。 日頃の行 動から 慣れてい って下さ い。また、

こ の試みは 初めてで す。変 更や追加 はあると おもい ます。よ りよい企 業文化 をつくる 為に皆さんからの
ご 意見があ れば遠慮 なく言 って下さ い。

２０１ １年８月
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１

サ プ ラ イズ ・ 感 動 ・ 喜 び

- 11 -

【【【【１１１１】】】】サプライズ・感動・・・・喜喜喜喜びびびび

サ プラ イズは皆 さんもご存 知な驚き と言う意 味です 。いい意 味でのサ プライ ズは好き な人が多 いと思

い ます。皆 さんはど うです ？サプラ イズを演 出する 、それは 相手を思 ってす る行動で はないで しょうか。

日 頃から何 か意識し ていれ ば相手を 驚かせる 事がで きる。大 小問わず サプラ イズを実 践する事 は、い い

意 味のサプ ライズで は、相 手も自分 も楽しく なるは ずです。 この行動 は『よ く気が利 く』人ほ ど実践 で

き ると感じ ています 。よく 気が利く 人は、相 手への 配慮や周 囲の環境 をよく 観察して います。 サプラ イ

ズ を考える のが苦手 な人は 、まずよ く気が利 くこと を心掛け てみまし ょう。 何か変化 が見え、 人や物 事

に 対しても 様々な視 点が養 われるは ずです。 これを 習慣づけ ればサプ ライズ が実践で きると思 います 。
感 動はその 結果生ま れれば 最高です 。

以前こんな事がありました。先代がある病院の庭でバラが咲いているのを見ていたところ （顔に似合

わ ず花が好 きでした ）その 病院の栄 養士さん が咲い ていたバ ラをわけ てくれ たそうで す。それ を持ち 帰

り 、以前の 会社の前 で鉢に 植えて育 てていま した。 それは私 も学生の ときで したが覚 えていま す。当 時

か ら１０数 年は経っ ていた と思いま すが、そ のバラ を母は会 社屋上で 育てて いました 。そのバ ラが咲 い

た 時期に写 真を撮り 、母が 仏壇に奉 っていた のを私 が見つけ １枚頂き ました 。私はそ の写真と 一緒に 、
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メモ用紙に先代のロゴ （看板にあるシルエット）を印刷してメッセージを書き、担当者に持っていって

頂 きました 。そうす ると担 当者は帰 ってきて 私に病 院での出 来事を話 してく れました 。その栄 養士さ ん

が 他の栄養 士さんを 集め大 変喜んで くれたそ うです 。担当者 はそれが 感動し たと私に 伝えてく れました。

私 も担当者 から聞き 、感動 がこみ上 げてきた のを今 でも覚え ています 。何と も言えな い思い。 まさしく、
サ プライズ と感動と 喜びを 同時に実 感した瞬 間です 。

色 々な 事に気が 利く事や、 思いやり を持てば 自分に もそれは 返ってき ます。 ただ黙々 と与えら れた仕

事 をこなす より、こ のよう な事をし て仕事を する方 が楽しい です。も っとサ プライズ をして、 もっと 感

動 や喜びを 味わいた くなり ます。イ ンターネ ットの お客様の 声も読ん でいる と感動し 、嬉しく て涙が 出

社員

Ｎ・Ｔ

る ときがあ ります。 私たち がやって いること に対し て喜んで いただけ る。サ プライズ ・感動・ 喜びを も

っと届ける取り組みを会社の基本姿勢でみんながすれば、 「みんながハピネス」です。

▼ 急きょト ロミ剤

あ る施設さ んにて、 急き ょトロミ 剤を今日 までに 持ってき てほしい という 電話があ り、遅い 時間に な

り ましたが 「ありが とうご ざいます 」という 言葉を かけて頂 いた時は 、トロ ミ剤とい う、なく てはな ら

な い商品を 届けてい ること を実感し たと共に 、感動 を届ける こともで きたと 思いまし た。
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▼ インター ン生

今 春、三嶋 商事にイ ンタ ーンの大 学生２名 が研修 生として 職場で研 修して います。
三 嶋社長が 運営する 特食動 画の動画 サイトの 製作等 に携わっ ています 。

社員

Ｈ・Ｋ

先日、研 修生２人 がＮ社 の調味料 を使った “豚の しょうが 焼き”を 作り、 試食会を 開いてくれました。
初 めてのわ りには、 おいし いかった ・・・・
で も、私は 首謀者と 思しき Ｎ君に意 地悪な質 問をし ました。

「 低リン低 カリの調 味料を 使って、 豚肉たっ ぷりの しょうが 焼きのレ シピを 、一体ど んなに人 にみて ほ
し い動画を 作るの？ 」
その後、 Ｎ君に低 たんぱ く食の栄 養療法に ついて 話をしま した。

腎不全の レシピ本 と栄養 療法の考 え方など の本を 数冊渡し て、動画 を作る 前に、動 画をみて いただ く
方 の気持ち に少しだ け思い を広げて いこうね 、と話 をしまし た。
その３日 後、Ｎ君 が色々 感想を話 してくれ ました 。
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休みの間 、勉強、 アルバ イト、サ ークル活 動の合 間に本を 読んでい たこと 、そして 、今まで 見たこ と

が なかった お弁当と かの栄 養成分表 をみるよ うにな ったこと 、動画製 作も今 までは映 像をとる ための 協

力 者が必要 と考えて いたけ ど、商品 のコンセ プトを 理解して 、ピーア ールす るには栄 養士さん などの 協
力 者も必要 だと感じ たこと 。

応 援して いるよ！

代表取 締役

三嶋

賴之

まる３日 間、Ｎ君 なりに 必死に考 え、考え ぬいて 出てきた 結論に、 私はＮ 君の進歩 というよ り進化 を
見 た思いに なり、も のすご く感動し ました。 頑張っ て、研修 生！

▼ お客様と 弊社スタ ッフの レビュー

ネ ット通販 サイト「 ビー スタイル 本店」で のお客 様と社員 のやりと りに感 動しまし た。

お 買い物を して頂い た方 に弊社ス タッフは 後日、 フォロー メールを 送って います。
商 品を買っ たお客様 はそ のメール で商品の 感想を 投稿して くれてい ます。

そ の感想は 、サイト 上で 「お客様 の声」と して反 映され、 投稿され た感想 に対して スタッフ は短文 で
す が返事を している という システム です。

そ んなコメ ントのや りと りを見て 、私の心 がほん のり温ま ったエピ ソード の紹介で す。
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お 客様コメ ント
ス ベラカー ゼ

ライ ト

１ｋｇ （商品名）

お かゆのベ タつきが 残り、 誤嚥しそ うになっ たり、 むせこむ ことが多 かった のですが 、スベラ カーゼ を

使 用するよ うになっ て、ゼ リー状で つるんと 飲み込 めるよう になり、 安心安 全に食事 ができる ように な
り ました。

最 近では、 施設でも 『ゼリ ー食』と いう形態 が選べ るように なり、ス ベラカ ーゼも使 用されて きてい る
そ うです。

食 べること が楽しみ から苦 痛になら ないよう 、飲み 込みに危 険が伴う 方は、 ぜひ使用 されるこ とをお 奨
め します。
コ スパなの も嬉しい ですね 。

温 度設定や ミキサー 使用な ので、外 食時には なかな か使用で きないの で、☆ ４つです 。
弊 社スタッ フ返信コ メント
コ メントあ りがとう ござい ます。

「 食べるこ とが楽し みから 苦痛にな らないよ う」の 部分がす ごく心に 残りま した。
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食 べること を楽しん でいた だきたい 。そのお 手伝い を少しで もできた ら・・ ・。そん な思いで わたし た
ち も取り組 んでおり ます。
こ れからも 、微力な がら精 一杯努め て参りま すので よろしく お願い致 します 。

普 通のお店 では、お 客様 と直接接 客するの が当た り前です が、ネッ ト通販 ではそう はいきま せん。

顔 の見えな いお店か ら商 品を購入 する。現 在では 当たり前 のように なりつ つあるネ ット通販 ですが 、
実 店舗らし さが失わ れてい るのは確 実です。

社員

Ｎ・Ｔ

通常業務 に追われ ている からとい って、そ の「ら しさ」を 失わない ように 対応をし てくれる スタッ フ
を 誇りに思 います。
こ れからも 、みんな で「 らしさ」 を追求で きれば ハピネス です。

▼ はじめて のプレゼ ント

連 休前の今 月２日の こと です。あ る得意先 である 病院さん の栄養士 のＴさ んが検品 をして下 さった 後
に 、今月１ ０日に退 職され るという お話があ りまし た。

あまりに 急なお話 であっ たので、 驚きは隠 しきれ なかった のですが 、詳し くお聞き すると寿 退社を さ
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れ るとのこ とでした 。Ｔさ んは僕が 入社した 当初か ら優しく 接して頂 いた印 象を、今 日まで持 ってい ま

し た。とう いうこと で何か プレゼン トをでき ないか と思いま したが、 Ｔさん の嗜好品 や好きな 芸能人 な

ど を僕は把 握できて いませ ん。です が、普段 個人購 入でオリ ゴシロッ プをご 購入頂い ていまし た。急 な

お 話の後に も、「も う購入 できなく なります よねぇ 」という 話題にも なり残 念そうで した。
)

その後、 僕が電 車で吊り 革を掴ま ってい る時に、 短期間で 思いつ い

今後は 、

(

通 販で購入 しますと のこと です。

た アクショ ンは、そ れをプ レゼント すること しか不 覚にもあ りません でした 。しかし 、そのま ま手渡 し
ワインバ ックは家 に置い ていたサ ンライズ

ロゼ を使用し ました。

す ることは 僕自身し っくり こない… そう思い 、悩ん だ末、閃 いたのが オシャ レなワイ ンバッグ にいれ て
渡 そうと決 断しまし た。

(

あとは、

)

シ ロップに 祝福のメ ッセー ジを一言 添えまし た。

そして、 連休後の 納品時 に、駐車 した傍に たまた まＴさん がいらっ しゃっ たので、 すんなり と手渡 し

す ることに 成功しま した。 その時に 、Ｔさん から「 今後も○ ○病院を 宜しく お願いし ます 。
」 という 言

葉 に、とて も重みと 喜びを 感じまし た。Ｔさ んが退 職される ことは寂 しい思 いになり ましたが 、その 得

意 先然り、 その栄養 士さん も然り、 良好な関 係があ ったから こそ、そ ういう 思いにな ったのか なと感じ、
コ アバリュ ー１も体 感でき たのかな と思えま した。
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▼ 再会

社員

Ｂ・Ｎ

そ の方との 出逢いは 、約 ２年前に 私の営業 担当エ リアに有 る、高齢 者賃貸 住宅へ飛 び込み営 業を行 っ

た 際に知り 合った女 性の施 設長さん で、色々 とお話 を聞いて 頂き、そ の後定 期的に入 居者さん の個人 購

入 を頂いて いました 。夏場 の暑い日 に納品へ 伺うと 事務所で 冷たい飲 み物を 出して頂 き「外は 暑いの で

少 しでもエ アコンで 体を冷 やしてか ら次の納 品へ行 って」と いつも優 しい方 でした。 それから

1

年後 の

あ る日、施 設長さん からお 電話で突 然退職さ れると の連絡を 頂き、後 日訪問 して詳細 を確認す ると運 営

会 社との意 見が合わ ず、今 月で退職 する事に なり、 次の仕事 も未定と の事で バタバタ と退職日 を迎え 、
そ の方とも 連絡が取 れなく なりまし た。

・ ・・それ から１年 が経 ったある 日、会社 へある 施設さん からサン プル依 頼が有り 、早速連 絡をし て
み ると連絡 が取れな くなっ ていた施 設長さん でした ！

現 在の施設 住所を確 認す ると、偶 然にもそ の時走 っていた 場所から 近かっ たので、 急いで訪 問して 再

会 しました 。現在は 自分で 高齢者賃 貸住宅の 運営会 社を立ち 上げて代 表取締 役兼・施 設長とし て頑張 っ

て おられ「 また三嶋 商事の Ｂさんへ 食事の事 で相談 したかっ たので連 絡つい て良かっ たです！ 」とお っ

し ゃって頂 き、とて も嬉し い気持ち になりま した。 今後売上 がどうな るのか ？は別に して１度 繋がり が

途 絶えた方 から再度 のアプ ローチを 頂き、再 会出来 た事は営 業担当者 として はやっぱ り嬉しい ですよ ね
～
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▼ いつもあ りがとう

社員

Ｙ・Ｔ

あ る施設の 栄養士さ んに 訪問する 度に「い つもあ りがとう 」という 言葉を 頂きます 。その施 設さんは、

田 舎の方に あり、栄 養士さ ん自身は 昨年子供 を出産 したばか りで、家 庭と仕 事に追わ れる毎日 と伺い ま
し た。

私は、訪 問の度に 頂く「 いつもあ りがとう 」とい う言葉の 意味を伺 ったと ころ、「 田舎の奥 まで情 報
を 持ってき てくれる 」とい うことで した。

「 家庭と仕 事に追わ れると 、施設の 外に出て 展示会 などに足 を運ぶこ とがで きない。 新商品の 案内や 情

報 を持って きてくれ るのは 、大変あ りがたい 」とお っしゃっ て頂きま した。 私は、営 業として うれし く

社員

Ｔ・Ｋ

感 じるとと もに、地 域に密 着してい る三嶋商 事だか らこそで きた、お 客様へ のハピネ ス＆私自 身のハ ピ
ネ スではな いかと感 じまし た。

▼ はじめて の海外

あ る日、ま だわたし がパ ートで働 いていた 頃、メ ールボッ クスに一 通の英 文のお問 い合わせ メール を
見 つけまし た。
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中国のお 客様から のお問 い合わせ で、「ど うやっ て注文し たらいい のかわ からない 」という 英語の メ

ー ルで、お 返事を返 すまで に追加の メールが 入った り、いき なり国際 電話が 英語でか かってき たり、 な
か なかドラ マティッ クな幕 開けでし た。

その方は 、低たん ぱく食 品が必要 なお子さ んをお 持ちの、 ワーキン グマザ ーでした 。

わたしは 海外の友 人にプ レゼント をよく贈 ること があった ので抵抗 はあり ませんで したが、 海外へ 贈

る のは会社 では初め てのこ とで、「 クレジッ トカー ドが使え ない、ド ルで支 払う？」 「送料の 計算は ど
う すれば」 「関税は ？」な ど、超え る壁がた くさん ありまし た。

約２ヶ月 たってか ら、「 届きまし た！」の メール をいただ いた時に は、お もわず
「／
▽

▽
＼」

＼

＼

) ) )
^ ^ ^

／
▽

^ (
^ (
^
(

／

と メールに 書いてし まいま した。

後 に「いろ んな日本 のウェ ブショッ プにメー ルを送 ったが、 返事をく れたの はあなた の会社だ けだっ

た。
」 「世 界であな たに会 えたこと が一番う れしい 。
」 とお っしゃっ ていた だき、ク リスマス や、誕 生

日 には中国 からわざ わざ幼 稚園に上 がったお 子さん の、初め ての作品 と一緒 に、お手 紙とプレ ゼント が
届 きました 。
お客様か らなにか をいた だくなん て、国内 のお取 引でもな いことで す。
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わたしか らも、お 手紙に 絵を描い たり、折 り紙を 入れたり しながら 、お子 さんが受 け取った 時の笑 顔
を 思い浮か べていま す。

中国でお 米を買う と、当 社のお米 の約１／ ２５の 値段だそ うです。 でもわ ざわざ個 人輸入を してでも、
お 子さんの ために他 に選択 肢がない と言いま す。

ご注文の たびに、 多忙な ことを気 遣うメー ルをい ただき、 こちらか らは季 節や旅行 の写真を 送った り
す る交流が 続いてい ます。
いつも「

.
y
p
p
a
h
e
s
a
e
l
p
s
y
a
w
l
a

社員

Ｔ・Ｈ

いつ も幸せで いて ね 。
」 の 言葉が贈 られる たびに、 精一杯自 分にで き

る ことをや って差し 上げた いと思う のです。

▼ ビースタ イルの娘

日 々のお客 様とのや り取 りの中で 、自分で は自然 にやって いること が自然 とコアバ リューに つなが っ
て いる事を 仲間に教 えられ ました。
先日のお 話です・ ・・・ ・・・・
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おおおお客様『インターネットで注文しようとしてるんだけどできないの・・・』と悲しそうな声。
私私私私『どうしたんですか』と尋ね、話を聞いてみると、

おおおお客様『いつもお姉ちゃん （娘さん）が注文しているんだけど、ケンカをしていて一週間ほど口をきい
て いない』 とのこと 。
お兄ちゃん （息子さん）に聞いても教えてくれず

おおおお客様『クレジットで購入したいがやり方がわからないし、注文しないと食べるものがないのっ』

私私私私『じゃっ一緒に始めからやってみましょう』とお声を掛けたらお客様から一言・・・
おおおお客様『きっと一人で注文できたら自信が付くと思うから頑張る』
な んだかこ の人にネ ットで 注文させ てあげた いと思 いました 。

しかし、 何度やっ てもう まくいか ず『○○ ○はど うなって いますか ？』『 大文字に なってい ます
か ？』と聞 きながら 作業を 進めてい き、進め ば止ま るの繰り 返しでし た。
おおおお客様『何かボタン押したら消えっちゃった・・・』ああああ・・・っ涙涙
このやり 取りを３ ～４回 はやった でしょう か
おおおお客様『もう迷惑かけるから電話注文にする』と言いだしたので
私私私私『それでいいんですか？』と問いかけると
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おおおお客様『お姉ちゃんはいつも怒ってちゃんと教えてくれないのに・・・やさしいね』

その一言 が凄くう れしか った。と 同時にど うにか してやろ うという 気持ち でいっぱ いでした 。

どうにか こうにか やり方 は理解し ていただ き、後 は一人で ゆっくり やって みますと のことで したの で
一 度電話を 切りまし た。

翌日注文 の確認を したの ですが注 文は無く ・・・ 「はぁ出 来なかっ たんや なぁ 。
。
。
」
心配にな ったので すが、 なぜか電 話をする のはや めておき ました。
その日の 夕方に電 話があ り、凄く うれしそ うな声 で

おおおお客様『私一人でできたの～これで自信がついて一人で買い物ができるわっありがとう』
私私私私『よかった』とホッとした気持ちとうれしい気持ちでいっぱいでした。
当たり前 にしてる ことで こんなに 喜んでい ただけ る。
これから もたくさ んのお 客様に喜 んでいた だける ようがん ばります 。
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▼ 結婚報告

社員

Ｙ・Ｔ

最近、良いことがありました。ある施設の栄養士さん （Ａさん）に、会話の流れから結婚したことを

報 告しまし た。その 時は、 「おめで とう」と いう言 葉を頂き 、会社に 帰りま した。そ の数日後 、知ら な

い 携帯番号 から電話 が鳴り ました。 電話に出 ると、 今年の２ 月までそ の施設 で働いて いた栄養 士さん か

社員

Ｙ・Ｔ

ら でした。 「Ａさん から聞 いたよ。 結婚おめ でとう 」という 事でした 。私の 名刺を次 の職場ま で持っ て
行 き電話を くれたそ うです 。
とてもう れしい気 持ちに なりまし た。

▼ 株式公開 ？

あ る施設の 栄養士さ んが 、「三嶋 さんのホ ームペ ージ見た よ。いい 会社だ ね」と言 っていた だきま し

た 。営業に 回ってい て初め てホーム ページを 見たと 言ってい ただいた ので、 うれしか ったです 。そこで、

私 は「コア バリュー 見まし た？」と 聞くと見 ていな いとのこ とでした ので、 ネットを 見つつ、 コアバ リ

ュ ーの説明 をしまし た。そ の場で皆 さんが執 筆して いるコア バリュー を読ん で下さり 、「素晴 らしい 、

三 嶋さんと は長い付 き合い だけど、 他の業者 と比べ てなんか 違うわ！ 」とお 言葉を頂 きました 。少し 話
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し が逸れま すが、栄 養士さ んが昔の 話をして くれま した。

「 三嶋さん と初めて 取引し たのが、 ２５、６ 年前ぐ らいかな ？きっか けは、 忘れたけ ど取引が 始まって、

少 ししか注 文してい ないの に商品を すぐに持 ってき てくれる し、色々 情報も 持ってき てくれた ことを 鮮

明 に覚えて るわ。特 に一番 印象が、 強かった のは、 困った時 に三嶋さ んに電 話をすれ ばすぐに 回答が 返

ってくること。いつも対応してくれたのは、女性 （社長のお母さん）だった。電話してすぐ返答がある

と 、とても 助かると 言うか 、急いで いる時に 、一度 調べて折 り返しし ますと 言われる とね…。 いつも 丁

寧 でした。 それと、 私が他 の施設に 移った時 に取引 業者に《 三嶋商事 》と書 いてあっ たとき、 何故か 安
心 したこと も覚えて る」と 話してい ただきま した。

た だ、私は その話を 聞き ながら「 この栄養 士さん は、三嶋 商事のフ ァンに なってく ださって るんだ

代表取 締役

三嶋

賴之

な 」と感じ ました。 最後に 栄養士さ んが「三 嶋さん の株あっ たら買う よ！！ 」と笑い ながら話 してく れ
ま した。

▼ ９月の給 与日の出 来事

８月中旬 に退職し たパー トさんへ 、給与明 細と簡 単な言葉 をメモに して郵 送しまし た。
後日、そ のパート さんか ら私にメ ールが来 ました 。
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内容は、以下の通り （原文です）

「 明細書他 受け取り ました 。ありが とうござ います 。社長お 元気でい らっし ゃいます か？
在職中は お世話に なりま した。三 嶋商事は 素敵な 会社だと 改めて思 います 。
社長のコ アバリュ ーの熱 い気持ち が社員に 届いて いると感 じられま す。

社員

Ｔ・Ｈ

今後ます ます繁栄 される と期待し ます。ど うぞお 体ご自愛 ください 。あり がとうご ざいまし た 。
」
なんか、 ほんまに こうい うの嬉し いな～。
って、思 ったので 本人の 許可を頂 き執筆し ました 。
▼ 身近が一 番

当 社は事務 所にオフ ィス コンビニ ＆オフィ スグリ コを社長 が設置し てくれ ています 。それは 近くに 自
動 販売機も お弁当を 買いに いくとこ ろも無い からで す。

今、駅前 で工事を してい て気にな ったので 、工事 をしてい る人に聞 き取り 調査。
その返答 がコンビ ニがで きる。わ たしにと っての 小さな幸 せ。
うれしく て事務所 の皆に 報告、や はり同じ ように 皆喜んで いました 。
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当たり前 のように どこに でもある コンビニ 、しか し当たり 前ではな いのか な・・・
田舎に行 けば近く に無い のだから ・・・・
当社の取 扱ってい る商品 もそうな のかなっ ？
病気にな って何を どこで 買ったら いいかわ からな い、そん な時三嶋 商事・
今 の私みた いに喜ん でくれ たのかな ？

社員

Ｍ・Ｎ

を見つけ たとき 、

E
L
Y
T
S
B

いたず ら？

私 の机の周 りには、 ちょ っと席を 外した時 や、出 勤してく ると同じ ２課の Ｔさんか ら小さい サプラ イ

▼ 仕事は楽 しく

ズ

)

が ありま す。

(

いたずら 書きがさ れてい たり、ち ょっとし たもの が置かれ ていたり ・・・ 。
そんな小 さいサプ ライズ が毎日の 仕事をよ り楽し くさせて くれます 。
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▼ 試食職人

社員

Ｓ・Ｍ

お 客さんへ 冷凍商品 の案 内をする 際に様々 な問題 が生じま す。それ はサン プルを持 参した時 に常温 品

と 違い保存 場所が冷 凍庫に 限定され る事と、 冷凍の ままサン プルを提 供した 場合、す ぐに試食 をして も
ら う事が難 しい事で す。

す ぐに見て もらう事 がで きて実際 に食べて もらえ る方法を 考えた結 果、単 純ではあ るが試食 用のサ ン

プ ルを作り 持参する ことで した。同 業者の営 業マン に冷凍品 の案内は どうし ているか を聞いた ところ 、

メ ーカーと の同行営 業でし か案内で きていな い。ま してや試 食用のサ ンプル なんて持 っていく なんて こ
と は手間が かかるの でやら ないそう です。

実際にこ の試食サ ンプル を作るの には非常 に手間 がかかり ます。衛 生面を 配慮し、 ビジュア ル的に も

綺 麗にしな いと食べ る気が しないよ うな仕上 がりで は意味が ない。何 度か作 って見た ところ良 いサン プ
ル 形態にな り、お客 様へ持 参したと ころ熱意 が伝わ ったのか

「 こんな風 に紹介し てくれ るの三嶋 さんだけ ですよ ～！」と 驚きのリ アクシ ョンで試 食もして くれま し
た 。他でも いろいろ な言葉 をもらい ました。 今では 私の顔を 見ると

「 そのバッ ク・・・ 今日は 何持って きたん！ 」と言 われるほ どになり ました 。他でや らないこ とをや る
と 目立つし 、手間が かかる ことをや れば信頼 も得ら れると感 じていま す。
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▼ プチ結婚 式
私 事ですが ６月に入 籍を し、結婚 式はしな い予定 でした。

社員

Ｔ・Ｈ

入 籍をすま せ翌日会 社に 行くと、 何か雰囲 気が違 っていて 上を見上 げると 『結婚お めでとう ！！』 の
ポ ップがた くさん。

会社中をデコレーション （風船アート・手作りの指輪・かわいい手作りポップ）し、廊下にはバージ

ン ロードが あり、皆 が結婚 式をしな い私たち に会社 で結婚式 を開いて くれま した。

社長が牧 師さんに なって 誓いの言 葉を言い 、指輪 の交換、 大きなウ ェディ ングケー キまで準 備して い
た だき初め ての共同 作業。
みんなの 優しさが しみじ みと伝わ ってきて 泣きそ うになり ました。
結婚式を してくれ る会社 なんてど こにも無 いと思 います。

私は三嶋 商事に入 ってよ かったで す。みん ないつ も仲良し でアット ホーム な会社。 こんな三 嶋商事 が
だ いすきで す。
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２
一つのチームを目指す
会社は フ ァ ミ リ ー 、
みんな で助け合 う

３
自己管理で き る
人間 、 成長 ・ 学び ・
？を追求する
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【【【【２２２２】】】】一一一一つのチームを目指すすすす

会社はファミリー、、、、みんなで助助助助けけけけ合合合合うううう

チ ーム は全員が 同じ目的を 達成する 為に互い に協力 して取組 む必要が ありま す。チー ムはグル ープで

は ありませ ん。会社 内にも グループ はいりま せん。 最高のチ ームメン バーは 、ポジテ ィブな考 え方で 、

そ れを率先 し、協力 し合っ て行動し ます。ネ ガティ ブな部分 は排除し ようと 努力しま す。

３・１１ 東北大震 災での ある出来 事をテレ ビで見 ました。 その出来 事とは 、弊社も 通販でお 世話に な

っ ているク ロネコヤ マトの 宅急便で す。震災 後、救 援物資が なかなか 被災地 、避難所 に届かな い事が 起

こ っていま した。救 援物資 の一時保 管所で荷 捌きが 上手に出 来ないの が一つ の原因だ ったそう です。 ボ

ラ ンティア や自衛隊 員が荷 物を仕分 ける作業 をして いたので すが、あ まりの 量や慣れ ない事で パニッ ク

状 態でした 。その状 況下で 物資の仕 分け、配 送を率 先し志願 してきた のが、 クロネコ ヤマトの 社員さ ん

達 でした。 社員の方 も被災 し、避難 所生活を してい る人も中 にはいま した。 その社員 さん達が 自分達 の

意 思で物資 の仕分け 、配送 を志願し てきたの です。 それは、 トップの 指示を 受けずに 社員さん 達が考 え

て 起した行 動です。 会社の 所有物で ある配送 車を使 用するこ とは、少 なくと も所長以 上の権限 を持っ た

方 が指示を 出さなけ れば規 則違反で すが、社 員さん 達は支持 を待つこ となく 、当たり 前のよう に取組 ん
だ そうです 。ヤマト の社長 がテレビ のインタ ビュー で答えて いました 。

「指示・許可を待っているようでは遅いと現場が判断し動いてくれた。私たちの社員は大事な事は何か

- 32 -

を 自分たち で判断し 行動し てくれた 」

そ の後 、物資の 仕分けはや はりプロ でした。 配送も ３階建て で１、２ 階が破 壊され、 柱と階段 くらい

し か残って いない建 物にも ３階まで 物を運び 、お客 様には大 変感謝さ れてい ました。

後日、弊社に荷物を集荷に来てくれたクロネコヤマトドライバーさんに 「テレビの放送見ました。ヤ

マ トさんは 素晴らし い社員 さんがい ますね。 私も安 心して荷 物を任せ られま す 。
」 と 思わず話 しかけ ま

した。そのドライバーさんは、 「自分の営業所であのような事があった時はどうするのか？自分たちも

わ かりませ ん 。
」 と 照れな がら答え てくれま した。 きっと、 どの営業 所もあ のような 判断をす ると思 い

ま す。それ は、クロ ネコヤ マトさん がそのよ うな企 業文化を 持った会 社であ ると思っ たからで す。ヤ マ

社員

Ｓ・Ｍ

ト のファミ リーとし て、１ つになり 助け合う 会社。 私達の会 社もその ような 会社を目 指しまし ょう。 そ
う なれば、 みんなが ハピネ スです。

▼助 け合う チー ム＝強 い会社

大きな会社 になる に つれ て 、役割分担 がより細分化され 、仕事量 や仕事内容 が異な ります 。

以前 、私 が勤 め て いた会社 （車 のデ ィー ラー ）では 、営業 マンは担当 エリアと担当得意先 がは っきり と

決 ま って いた ので 、営業 マンの販売実績 に対 し て仕事量 が異な って いま した 。当時 、営業所 では 、私 が
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一番年下 で転職組 みの同僚 は一人 、他 は超 ベテラ ン （１０年勤務 ）ば かり でした 。営業所 の販売実績 は

厳 し いも のでしたが 、私 には勢 いがあり １ヶ月 に ２０台 の契約を取りま した 。そ の後 の車庫証明 、納車

整備 （洗車 ）
、 お客様 への納車も全 てやりま した 。唯一手伝 ってくれ た のが所長だ けでした 。自分 で獲

った仕事な ので 、自分 でする のが当然な のです が 、他 の ベテラ ン営業 マン達 は都合 の良 い時だ け担当 じ

ゃな いから自分 は関係な いと いう姿勢 と 、会社全体 の実績 が悪 いから自分 の実績も悪 く て当然 と いう考
え方 が 、当時 の私 が見 ても心 が透 け て見 える よう で嫌な気持 ち でした 。

このような状況 では一 つのチー ム 、会社 とは程遠 いも のです 。社員全員 がお互 いの仕事内容 （ポジ シ

ョン ）を把握 し 、同 じ目的を達成する為 に助 け合う チー ムが強 い会社 である と思 います 。

大 リーグ のイ チ ロー選手 がテ レビ の会談 で 「イ チ ロー選手 が考 える チー ムワーク とは？ 」と いう質問
で こう答 え て いま した 。

社員

Ｓ・Ｍ

「チー ム全員 が与 えられたポジ シ ョンに ついて １００％ （監督 の考 え 、球団 の方針 ）理解する事 」

▼ それが解 れば・・ ・

こ のように 「ファミ リー 」という キーワー ドが入 っている が、現段 階では 三嶋商事 で働くみ んなの こ

と を自分自 身がどれ だけ知 っている のか？と 思いま す。会社 だけの付 き合い ではなく 、みんな がどう い
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代表取 締役

三嶋

賴之

う 人なのか を知るこ とが必 要だと感 じていま す。そ れが解れ ば、もっ と仕事 でも共感 が生まれ 、雰囲 気
も よくなり 、最高に 働きや すい環境 になると 思いま す。

▼ 出荷ミス

あ る日の昼 前に社員 Ｈさ んより、 在宅通販 でお送 り先に、 商品が間 違って 届いてい る事の報 告受け ま
し た。Ｈさ んがお客 様から の電話で ご指摘を 受けま した。
間違った 内容は明 らかに 当社の商 品出荷ミ スです 。

住所を確 認すると 当社の お近くに 住むお客 様で、 すぐに交 換できる もので したので 、交換に お伺い す
る 事を決め ました。

出 荷作業を している チー ムに交換 に行って 貰うこ とも考え ましたが 、今回 は私が直 接交換品 を持参 す
る 事にしま した。
誰かが間 違えば、 それを 誰かがフ ォローす る。

そんな気 持ちでお 客様の ところへ お詫びを 兼ねて 商品交換 にお邪魔 すると 、当社の ミスでし たが大 変
喜 んで頂け ました。

腎臓病食 をお買い 求めに なられて いて、何 度も当 社から商 品を買っ て頂い ているお 客様と交 換の際 、
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少 し立ち話 をさせて 頂きま した。
「 商品を使 用してい て調子 の方はい かがです か？」 とお尋ね すると、

「 お陰さま で調子は よくな っている んです。 この商 品を使う ことで食 事療法 がしやす くなって います
よ。
」 と嬉 しいお返 事を頂 けました 。

社員

Ｈ・Ｋ

ミ スは改め なければ いけ ませんが 、今回の このき っかけで 、そのよ うなお 言葉を頂 け、気持 ちよく 会
社 に戻って くる事が 出来ま した。

「 みんなで 助け合う 」の大 事さと、 その結果 を共有 したいと 思い報告 させて 頂きまし た！

▼ チームで 変化に対 応
私が入社 （２０１２年１月）して、早１年以上経過しました。

こ の間、会 社では新 しい 経理シス テム、売 上シス テムや日 々の情報 連絡サ イボウズ を使うな ど、目 ま

ぐ るしく変 化してい ます。 私が所属 するＣＳ 課は、 社員２名 とパート さん２ 名で構成 されてい ます。 パ
ー トのＨさ んは３年 目、も う一人の Ｈさんは 今年２ 月からの 新人さん です。

特 に限られ た勤務時 間内 であるに もかかわ らず、 パートさ んはこの 目まぐ るしい変 化と慣れ ない作 業
に 実に前向 きに対応 されて います。 その姿に 頭が下 がります 。
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その前向 きな姿勢 に、背 中を押さ れ、私自 身頑張 ろうとい う気持ち になる と同時に 、
し ての原動 力にもな ってい ます。

社員

Ｔ・Ｈ

つの チーム と

1

▼ 自然と行 動
先 日Ｋ保育 所さんよ り商 品の到着 について 連絡が ありまし た。

使 用日が本 日という こと で調べた ところ、 こちら で決めた 納品日に 誤りが あること に気づきました。
１ １時半の 使用・・ ・連 絡は１０ 時半・・ ・
場 所がわか らない・ ・・ 当社の営 業さんに も連絡 が付かな い・・・

自 然と体が 動き、絶 対に 使用時間 までに商 品を届 けなけれ ばいけな い！！ 皆で手分 けをし、 伝票を 修

正 し、場所 を調べる 。電車 の時間を 調べ、Ｋ 保育所 さんに連 絡をし、 電車で 向かう旨 を伝えた ところ
『 不便だか ら迎えに 行くよ 』といっ ていただ きまし た。

こ ちらのミ スで迷惑 を掛 けている のに温か い言葉 をいただ き、申し 訳なさ と、嬉し さとでい っぱい で
し た。

駅 に着くと 一人の女 性が 改札の前 に。もし かして と思い声 を掛けた ところ 園長先生 でした。

『 早かった ね！わざ わざあ りがとう 、間に合 うわ』 と笑顔で 言ってい ただき 本当に嬉 しく思いました。

事 務員は取 引先の人 とお逢 いする機 会がなく 、良い 経験が出 来たと思 いまし た。と、 同時に事 務員全 員
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で 一致団結 し、一つ のこと を成し遂 げる。

社員

Ｙ・Ｔ

今 回のミス はあって なら 無い事で すが、力 を合わ せ時間内 にお渡し する。 ３人の気 持ちが一 つにな っ
た そんな１ 日でした 。

▼ チーム連 携

朝 １０時前 に１本の 電話 が鳴り、 社員Ｔさ んが電 話を取り ました。 電話の 相手は、 私の所属 課内の 得

意 先様で、 今日中か 明日の １０時ま でに「ハ イカロ ゼリー」 を持って きて欲 しいとの ことでし た。

そ の横でや り取りを 聞い ていた私 は、すぐ にその 得意先様 の営業担 当者に 連絡を取 りました 。会社 を

出 て、まだ 間もない と思っ たので、 私が後を 追えば 間に合う と思いま した。 得意先様 には、「 月」

「 水」「金 」しか行 ってい ませんで したが、 明日の １０時ま でには、 間に合 わないの で、今日 行くと 、

担 当者と話 をし、伝 票を作 成してな んとか、 商品と 伝票を渡 すことが できま した。

すぐに、 判断し行 動でき たことで 、担当者 にスム ーズにバ トンを渡 すこと ができま した。
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▼ 話しかけ やすい空 気

社員

Ｔ・Ｋ

Ｍ ＢＯとい う、通期 の目 標につい ての面談 をして いるとき のこと。 お給料 アップの 仕組みに ついて の

説 明を聞い て、まず 最初に 浮かんだ のが、「 お給料 がもっと もらえた ら、み んなにも っとおや つが買 え
る ！」だっ たのには 、後か ら思いだ しても自 分でも 笑ってし まいます 。

「 会社はフ ァミリー 」を 掲げる上 で、「話 しかけ やすい空 気を作る 」こと 、日常の 感謝を口 に出し て
伝 えるとい うのは重 要なこ とです。

現 在の在宅 通販部門 のチ ームには 「こんな 小さな 会社に、 よくこん なスキ ルフルな 人材が集 まった
な 」と感嘆 するほど のスタ ッフが揃 っていま す。
い ずれ会社 がもっと 成長 し、大き な社屋へ 移った 時には、
「 デスクは ナチュラ ルウッ ドの、パ ーテーシ ョン付 きで」

「 社員食堂 にはあそ このカ フェのシ ェフをス カウト してきて 、ランチ は無料 で」
「 おやつも 無料」「 個室が いい」「 でも個室 だと寝 ちゃうよ ね」
などとい う夢をみ んなと 話してい ます。
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▼ ２課の末 っ子

社員

Ｍ・Ｎ

最 近、在宅 通販の出 荷が 増えてい て、出荷 ミスや ヤマトさ んの締め 切り時 間の１８ 時までに 荷造り が

間 に合わな かったり ・・・ 。「明日 食べるご 飯が無 い！今日 出荷して 欲しい ！」と１ ８時頃に 連絡が あ
っ たり・・ ・。様々 なアク シデント がありま す。
そんなと き、社員 Ｙさん ＣＡＲが 活躍しま す。
ヤマトさ んの営業 所まで 荷物を持 っていっ たこと 数え切れ ず・・・ 。
お客様の ところま で行く こともあ ります。

社員

Ｋ・Ｇ

内勤の営 業ではあ ります が、なに かあった ら「車 出します ！」と言 ってく れる２課 の末っ子 は素敵 だ
と 思いまし た。

▼ てんてこ 舞い

私 の担当エ リアは移 動距 離も長く 、売上も 多く、 積載も多 いです。 正直、 毎日がて んてこ舞 いです 。

そ んな中で も怪我な くなん とかやれ ています 。その 要因は、 他の担当 エリア の方が自 分のピッ キング の

仕 事が終わ った際に 、私の ピッキン グを手伝 ってく れたり、 納品する 量が多 いときに は、課長 に納品 を
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手 伝って頂 いたりも してい ます。他 の方も忙 しい中 、手伝っ ていただ けるこ とがすご く助かり ます。 ま

社員

Ｙ・Ｋ

た 、発注書 に納品日 の記載 が漏れて いた場合 には、 ＣＳ課の 方が気づ いて連 絡をくれ ます。私 が売上 を

上 げている のも、会 社の方 々の助け があるか らこそ 出来てい るものだ と感じ ています 。

▼ 落ち込み サポート
あ る日、私 が仕事で 失敗し てすごく 落ち込ん でいる ときのこ と。

同 じ課の方 達は、次 はこ うしたら いい！と 解決策 を一緒に 皆で考え てくれ て、隣の 課の方た ちも、 大
丈 夫？と声 を掛けて くれ、 元気をだ してと、 お菓子 をくれま した。

本当であ れば他の 人に気 を遣わせ るような 態度は あまりよ くないと 思うの ですが、 皆さんが その様 に
気 にかけて くれたこ とが嬉 しく、そ のおかげ でポッ と心が温 かくなり ました 。

私も周り の人たち に何か あった時 にすぐに サポー ト出来る 様になり たいと 思います 。
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▼ ピッキン グの助け 合いに 感謝

社員

Ｓ・Ｍ

営 業１課の 毎日の業 務の中 でピッキ ング作業 があり ます。夕 方、営業 から帰 ってきた あと伝票 ・入金 処

理 などの事 務処理や 、お客 様からの 依頼事へ の応対 。そして 、最後に なる業 務がピッ キングで す。私 も

担 当者とし て、業務 をして いる際は 本当に大 変でし た。特に 連休の前 のピッ キング、 物量がほ んとに 多

い 。しかし 、現在の メンバ ーは誰一 人愚痴を 言うこ ともなく 、全員が 早く業 務を終え ることが できる よ

う に、みん なで助け 合って 業務に携 わってく れてい て感謝で す。私も できる 限りのお 手伝いは 今後も さ
せ てもらい ます。

【【【【３３３３】】】】自己管理できる人間、、、、成長・・・・学学学学び・？？？？をををを追求する

自 己管 理には色 々あります がここで 言いたい のは会 社で働く 事を前提 にした 自己管理 です。た とえば

休 日明けの 出勤日、 休む事 はないで すよね。 一番忙 しいのは 休み明け という 事はみん なが知っ ています。

そ れを休み の日の自 己管理 がダメで 体調を崩 したり 、けがを したりプ ロとし て恥ずか しい。家 族だっ た
ら 「気が緩んでいる！」と一喝ですよね。

成 長・ 学びは人 間としての 楽しみの 一つだと 思いま す。成長 ・学びに よって 様々な方 と出会う きっか
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け にもなり ます。ま た、自 身の喜び にも繋が るはず です。

あ なた が三嶋商 事に勤めて から会社 は成長し ていま すよね。 三嶋商事 は絶え ず成長し ています 。企業

が 生き残る 唯一の方 法は成 長です。 新たな事 にチャ レンジを しなけれ ば競合 他社に負 けて三嶋 商事は 必

要 ではなく なります 。大小 と捉える のではな く成長 する気持 ち、情熱 が重要 です。そ のために 私は様 々
な 事を学び 、様々な 挑戦を 考え実施 していま す。

あ なた は成長し ていますか ？三嶋商 事に入っ て学ん でいます か？私は 社員の 皆さんの 潜在的な ポテン

シ ャルを解 き放って 欲しい と願って います。 皆さん には自身 で気付い ていな いポテン シャルを 秘めて い

る と信じて います。 そのポ テンシャ ルを引き 出す為 には、あ なたの力 を解き 放つ、あ なた自身 のチャ レ

ン ジ精神が 必要です 。自分 の能力を 伸ばした いと思 わなけれ ばならな いので す。会社 とともに あなた も
成 長・学び を情熱的 に行っ てくださ い。

？ は、なん でだろう ？と 物事を考 える事と 、知ら ないもの はすぐに 調べる 、と言う クセをつ ける事 で
す 。わから ないまま 、調べ ないまま はよくな いです よね。

こ れら をチャレ ンジする精 神は必要 というよ り必須 です。一 緒に仕事 をして いれば刺 激も受け ます。

あ なたはど のように チャレ ンジし、 自分の能 力を伸 ばしてい ますか？ あなた の目指す ビジョン はどの よ

う なもので すか？会 社の成 長の手助 けをして います か？みん なが成長 すれば ハピネス です。
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▼▼▼▼？ で ハピ ネ ス
ルー ト営業 で 、ある病院栄養士さ んと話を し て いた と ころ

社員

Ｓ ・Ｍ

「ＭＣＴ って ＬＣＴに比 べて吸収 が早 いけど実際 に脂質中 にど のくら いの比率 で入 ってるも んやろ
か？ 」
「さあ…？商品 によ って違う でし ょう ね？ 」
と いう話を しま した 。

気 にな った ので会社 に帰 ってから 、メー カーさ ん に問合 せを し て 、原材料配合表を依頼 し て自分な り

に分り やす く しよう と考 え 、脂質中 の ＭＣＴ含有比率を表 にま とめ てみま した 。何 とな く作成 した割 に
は良 く でき た ので 、栄養士さ ん に持参 しま した 。する とび っくり し て

「まさ か こんな ん持 って来 てくれる と思わ んか ったわ 。よく調 べたな 。」と言われま した 。

お かげ で私も営業 に使 える知識 と作成 した表 は 、そ の後 の営業 ツー ルとし て活用 できま した 。この こ
と でお客様 の信頼も得られ ま した 。
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▼ ザ・ワイ

社員

Ｙ・Ｔ

携 帯電話に 「助けて ほし いことが ある」と 栄養士 さんから 電話があ った。 その内容 は「施設 全体で 、

脱 水や飲み 物を飲ん でくれ ない方が 増えてき ている 」という こと。何 故か？ を聞くと 「今まで 飲んで き

た 飲み物が 飽きた」 とか「 飲み物を 飲んでく れない 」という ことでし た。私 はとにか く聞ける 情報を 聞

き 、サンプ ル品を提 供しま した。「 アイソト ニック ゼリー、 ラクーナ ３Ｓ、 ラクーナ パウダー 、オー エ
ス ワン…」 です。

そ の施設さ んの中で は、 ラクーナ パウダー が気に 入られ、 全部の味 のご注 文を頂き ました。 結果的 に

ご 注文を頂 きました が、栄 養士さん からは「 大変助 かりまし た」「今 まで飲 まなかっ た方も飲 んでく れ

る んです」 とお言葉 を頂き ました。 また、味 も５種 類ある点 も良かっ たと思 います。 私は、三 嶋商事 か

社員

Ｍ・Ｎ

ら ではなく 私という 人間に 助けを求 めてくれ たこと に対し、 大変うれ しかっ た覚えが あります 。これ か
ら も努力し 、Ｙの名 前を知 らしめた いと思っ ていま す。

▼ ？を自分 の力に

私 が心がけ ているの は「 素直な気 持ち」で す。知 らないこ とは恥じ ずに教 えを乞い ます。教 えても ら
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代表取 締役

三嶋

賴之

っ たら感謝 。さらに 自分で 調べます 。？が出 てきた ら自分を 高めるチ ャンス ！だと思 って吸収 します 。
自 分の知識 は惜しみ なく共 有します 。？は宝 物です 。

▼ 介護食コ ンサルタ ント

堺 市の老人 福祉セン ター ３ヶ所か ら１週間 に１セ ンターづ つ、計３ 回セン ターを利 用してい る方に 講
演 の依頼が ありまし た。

「 生活習慣 病と高齢 者の食 事」のお 題で企業 色を出 してはい けなかっ たので 、肩書き は介護食 コンサ ル
タ ントでし た。
当社の営 業課長に 講演を やってみ るか？と 言った ところ、 「頑張り ます！ 」

対外的な ところで 話すこ とが初め てでした が、一 生懸命ス ライドを つくり 、リハー サルも重 ね、無 事
に ３回の講 演を終了 しまし た。

最終回は 、立派に 講師ら しくなり 、誇らし く感じ ました。 何事も経 験です ね。
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▼ 電話の向 こうの？
私 はＣＳ課 に所属し 、主 に営業事 務を担当 してい ます。

社員

Ｈ・Ｋ

電 話応対の 中身は、 病院 、施設、 個人様か らの注 文もあれ ば、商品 の説明 や使い方 について の問い 合
わ せもあり ます。

さ らに、個 人様の場 合は 、管理栄 養士とし て栄養 相談にな る場合も ありま す。

私 自身病院 勤務をし てい た時、日 々の業務 に追わ れ、目の 前の課題 を解決 するだけ で、わか らない こ

と をすぐに 解決でき ずに時 間だけが むなしく 過ぎて いくこと がたくさ んあり ました。

新しい栄養剤、とろみ剤、治療食など、入院患者さんの病態に合わせて使い分けていれば （予算的な

課 題はそこ にありま したが ）もっと 患者さん のＱＯ Ｌも良く なってい たかも と思い返 すことが よくあ り
ま す。

今 は、電話 の向こう の？ を共有し て、少し でも困 っている 方のお役 に立て るように 、また一 人で悩 ん
で いる栄養 士さんの サポー トをする ことがで きたら と思って います。

- 47 -

▼ ？から学 ぶ

社員

Ｎ・Ｔ

&

Ｍｇ

(

)

を案 内した時 でした 。その場 で、それ が何故 いけない のかを教 えて頂 いたので すが、僕 にとっ て

Ｃａ

以 前から？ なことが 頭に ありまし た。簡潔 に申し ますと、 Ｆ病院さ んのＳ 先生が腎 患者様に カルシ ウ

ム 強化の商 品を提供 しない ことです 。初めの 出来事 は、以前 に、Ｋ食 品のピ ーナッツ パテ
強化

は ディープ な内容で 、あま り頭に入 ってきま せんで した。

で も、それ を提供す るこ とは、ま ずいこと なんだ なぁとい う印象は 持ちま した。
あっ！こ れは、 以前にＳ 先生が仰 ったこ とと同じ ことだ！
･
･
･
/

ｄ ｌ、又 、カルシ ウムとセ ットで

そう 思った僕 は、自宅 で？を 追

先 日、メー カーさん との 同行時に 、Ｔクリ ニック のＴさん も、カル シウム がネック であると 仰って い
ま した。
求 しました 。
「 透析患 者さんの 血中カル シウム濃 度は、８ ．４～ １０．０ ｍｇ

ｄｌ とされ ている。 カルシウ ムとリ ン

透 析患者さ んのカル シウ ム過剰摂 取につい て

考えな ければな らないリ ン濃度は 、３．５ ｍｇ～ ６．０ｍ ｇ

/

が過剰 に存在す ると、結 合してリ ン酸カル シウム として結 晶化する 。これ を石灰化 という。 その場 所

が骨な らば骨が 丈夫にな るだけで 問題ない が、異 所性石灰 化といっ て、骨 以外の所 に沈着す る。一 番

顕著な のが血管 の石灰化 で動脈硬 化をもた らす。 他にも、 間節部や 心臓の 筋肉、皮 膚などに 沈着し て

合併症 の原因と なる。こ の石灰化 は、カル シウム ×リンの 値が５５ を超え たあたり から顕著 になる こ
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･
･
･

。また 一つ知識 を身に つけるこ とができ た今日 この頃で した。

社員

Ｎ・Ｔ

とから 、リンが 低くても カルシウ ムが高け ればＮ Ｇ。高値 の状態が 慢性的 に継続す ると何年 後かに は
合併症 のリスク が増大す る 。
」
このこ とだった のか

▼ 自主学習

阪 急梅田ホ ールにて 『透 析のかゆ みを考え るシン ポジウム 』に参加 させて 頂きまし た。きっ かけは 、

新 聞に載っ ていたこ とで、 今まで耳 にしたこ とのな かった内 容という ことも ありまし た。

参 加費も 無

(

料 で事前の 申し込み も不要 でした

)

参 加者は約 ２７０名 で、 殆どは患 者さんや 、その ご家族だ ったかと 思いま す。内容 としては 、主に 食

事 より看護 の視点で あった と感じま したが、 今まで 知ること のなかっ た透析 患者さん の辛い面 も知る こ

と ができま した。食 事に関 連してい ることと いえば 、リンも かゆみの 原因の 一つとし てあるこ とぐら い
だ ったでし ょうか。
そ うよう

症とい う合併症 がＱＯＬ

睡眠 や精神心 理の面

主な内容 や、初耳 だった ことをざ っくり申 し上げ ますと、 透析患者 の３分 の２で認 められて いると い
う 掻痒

)

の大き な低下を 招いてい るとの こ

(

)

(

と 。それに 伴い「ま ごの手 」が患者 の必須ア イテム であるこ と。透析 という 治療は、 昔は死な せない 為
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の 治療であ ったこと が、現 在は元気 で長生き する為 の治療と なってい ること 。透析患 者さんの デリケ ー

ト ゾーンは 「皮膚」 と「心 」という こと。透 析患者 さんは、 かゆみを 感じる 神経が長 くなると いうこと。
ヒスタミ ン等によ って

)

かゆみが 生じた場 合、冷 たいもの をかゆみ のある 逆の手に あてるこ とや、 逆

(

これは目 からウロ コでし た

(

前者は かゆみ に、後者 は筋肉痛 や腰痛

(

)

)

初耳ワ ードとし ては、 カッパー 、ドライ スキン 等があり ました。

で、 塗布と塗 擦があ ること。

手 掻きとい う手法を 薦めて いたこと 。かゆみ には末 梢性と中 枢性があ ること 。薬の塗 り方は縦 より横 ！
に

ある先生 は「かゆ みは家 族も含め たチーム 医療」 と伝えて いたこと に、コ アバリュ ー２にリ ンクし て

ＮＰＯ法 人大阪腎 臓病患 者協議会

い るのでは と感じる ことが 出来まし た。僕自 身はこ のような シンポジ ウムに 参加させ て頂いて 、少し で
全国 腎臓病協 議会

も 医療の輪 に入るこ とがで きればと 思えまし た。
今回の共 催である 社団法 人

大腎協

Ｔ・Ｋ

の加 盟

)

社員

(

患 者会とし て、私の 担当コ ース得意 先である 病院さ んも、複 数加盟さ れてい ました。

▼ お客様と 共に成長
在 籍してい る１年の 間に 環境や状 況も随分 変わり ました。

まさに時代の求めに応じつつ、お客様に支えていただきながら、急成長を遂げている最中 （さなか）
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と いえるで しょう。

お 客様が増 えるごと に、 ありとあ らゆる、 時に予 想を超え るお客様 のご要 望があり ます。

時 には不注 意で起こ して しまった 事故に関 する苦 情など、 苦い思い をしな がら改善 が必要な 瞬間に 遭

遇 するとき ほど、お 客様に 教えてい ただいて いるこ とを実感 せざるを 得ませ ん。

お客様に 寄り添い 、お客 様と共に 良くなっ て成長 していく 企業であ りたい と願いま す。

【【【【４４４４】】】】カスタマーサービスをより良良良良くくくく
カ スタ マーサー ビス＝

e
c
i
v
r
e
s
r
e
m
o
t
s
u
c

辞書 によれば、『顧客へ提供する種々の情報や特典。また、

顧 客の相談 に対応す る業務 や、その 担当者 。
』 とあ ります。 つまり当 社では 、電話応 対と考え ます。 大

手 の会社は よくカス タマー センター といって 顧客の 電話応対 を外部に 委託す ることが あります 。それ は

決 してして はならな いと考 えていま す。なぜ ならお 客様は当 社に問合 せをし てきます 。それが 、外部 の

方 が応対す るという ことは お客様に 対して当 社がサ ービスを 行ってい ない事 になりま す。会社 の印象 を

委 託先の応 対で判断 される 。直接の 意見が社 員に直 接届かな い。それ は【ア カン】事 ですよね ？会社 内

の 人間が直 接やりと りをし て当社の 印象をよ く感じ ていただ き、営業 の後方 支援やマ ーケティ ングに 関

す る事が可 能となる 。それ が最善の 方法と考 えます 。電話応 対で当社 を宣伝 できる。 やるべき ですよね。
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そ うするに は電話応 対でも 質が問わ れます。 お客様 が好意を 抱く応対 とはど のような 事でしょ う？そ れ

は 私たちが 商品を買 う立場 になれば わります 。愛想 が無い、 たらい回 しにさ れる、商 品知識がない…。

反 対に 愛想がよ く、即答で きる商品 知識や気 遣いな どあれば 素晴らし い会社 だと思い ます。で は当社

社員

Ｔ・Ｈ

の カスタマ ーサービ スはど うすれば 良いかわ かりま すよね？ そうです 。やり ましょう ！実践す ればみ ん
な がハピネ ス。

▼ 電話対応

以 前、ある お客様か ら電 話対応が 悪いと言 われた ことがあ りました 。お客 様がおっ しゃった のは「 自

分 の大切な 栄養食と なるも のを誰に 注文した のかわ からない 。ちゃん と名前 を言いな さい」と 強く怒 ら

れ ました。 すぐに事 務員全 員で、事 の経緯を 話しま した。自 分たちの 電話対 応につい て話し合 い、ち ゃ
ん と名前を 言う事に しまし た。

お 客様から すれば、 誰に 注文し、 いつ届く のか心 配だと思 います。 その後 、毎月注 文してい 頂いて い

ま すが、今 では声を 聴いた だけで、 そのお客 様だと わかるよ うになり 、ささ いな話を したり、 体の具 合

や、その他いろんな話をしたりします。一つの失敗 （お客様の声）から学び、今の私たちがいるんだな
と 思います 。
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▼ 少しでも 地域医療 に貢献

社員

Ｈ・Ｋ

私 が三嶋商 事に興味 をも った理由 の一つが 地域医 療に貢献 したいと いう、 社長のコ アバリュ ーを拝 見

し たからで す。管理 栄養士 としての 病院勤務 では、 なかなか 患者さん と向き 合うこと ができな かった と

い う自戒も ありまし た。今 は、様々 なメーカ ーさん に直接、 質問や意 見交換 ができる 機会も多 くて、 施

設 ・病院の 栄養士さ んや、 お客様か らの問い 合わせ に対して 、何らか の解決 策やその 糸口をみ つけて い

Ｔ・Ｋ

た だいた時 、少しは お役に 立てたの かなと、 この会 社にめぐ りあえて よかっ たと思え る瞬間で す。自 分

社員

が 与えられ た使命を 考えな がら、こ れからも 地域医 療に少し でも貢献 できれ ばと思い ます。

▼ 『この世 界であな たに会 えてとて もうれし い』

中 国へ初め てお荷物 を送 ることに なり、ま ずは国 際電話の 応対から 関税を 調べたり 、支払方 法を模 索

し たり、い ろいろ初 めてを 乗り越え て約２か 月後に 荷物到着 のご連絡 を頂い た時には バンザイ をしま し
た。

そ の後、季 節の花の 写真を 送りあっ たり、日 本製品 のサンプ ルを説明 してあ げたりし て、何度 もメー ル

を 頂いてい ます。先 日『こ の世界で あなたに 会えて とてもう れしい』 という お言葉を 頂けたの が大変 う
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れ しかった 。

▼ “楽しみ ”に待っ ていて くださる

社員

Ｈ・Ｋ

先 日、ビー スタイル 御注 文のお客 様から、 商品の 届け日に ついて電 話でお 問い合わ せがありました。

そ の中には 、お取り 寄せ の商品が 含まれて おり、 ２日後の 到着の旨 お伝え しました 。その商 品の中 に

は 、水分補 給ゼリー が数点 含まれて おりまし た。比 較的嚥下 がしっか りされ ている方 向けの商 品だっ た

こ ともあり 、何気な く「嚥 下状態は しっかり なさっ ているん ですねぇ 」と話 しかけま した。お 電話の 主

は 、お嫁さ んか、娘 さんで 、ゼリー をご利用 されて いるのは ご家族様 でした が、水分 補給ゼリ ーにと ろ
み 剤を混ぜ てご使用 になら れている というこ とでし た。

ち ょうど手 元に、嚥 下の 少し悪い 方にお勧 めでき る水分補 給ゼリー があり 、その商 品の特徴 をご説 明

し てサンプ ルをお送 りさせ て頂きま すとお伝 えしま した。デ ィサービ スに水 分補給ゼ リーを持 ってい か

れ るなど、 いろいろ 会話が 弾み、先 方から最 後に「 商品が届 くのを楽 しみに していま す 。
」 と 言って い
た だきまし た。

“ 楽しみ” に待って いてく ださる・ ・・商品 だけで なく心も お届けで きる仕 事なのだ と改めて 感じま し
た。
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▼ 失敗から 学ぶこと

社員

Ｈ・Ｋ

先 日、いつ もお電話 でご 注文いた だくお客 様から 、間違っ た商品が 納品さ れている とかなり 厳しい 口

調 でのお電 話があり ました 。伝票に 記載され ている 商品とは 違うラー メンを 、間違っ て送付し てしま い

ま した。お 客様は、 商品を 楽しみに されてい たのは 当然です が、商品 を届け 次第すぐ に支払い の手続 き

を したかっ たとのこ とで、 そのため にヘルパ ーさん が来る日 に、商品 到着日 を合わせ ていたと のこと で
し た。

翌日、社 長と相談 し、間 違った商 品を召し 上がっ ていただ けたらと いう思 いで、改 めてお詫 びのお 電
話 をいたし ました。

お客さま から「少 し興味 があった 商品なん です 。
」 という 言葉をお 聞きし 、「これ からも三 嶋さん で

購 入するけ ど、間違 った商 品は送ら ないよう に気を つけて仕 事してく ださい ね。私も 困るけど 、三嶋 さ

ん も二度手 間でしょ 」とこ ちらの手 間のこと も心配 して頂い ていたこ とがわ かりまし た。
お 客様の一 言で、失 敗か ら学ぶこ とが多い と改め 感じまし た。
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▼ 栄養士さ んの熱意 に感謝

社員

Ｈ・Ｋ

Ｓ クリニッ ク様から 、ご 注文の電 話のつい でに、 「１２月 頃調理実 習をク リニック でするの ですが 、
何 かいい献 立ないか しら？ 」とお話 がありま した。

調理実習 は、たん ぱく調 整米を使 った炊き 込みご はんに決 まり、試 行錯誤 の末、上 手にごは んを炊 き
上 げること ができま したと 、お礼の 電話を頂 きまし た。

実は途中 、ごはん に芯が 残る、べ たついて おいし くない、 調理実習 の日に ちが迫っ ているの で、別 の

た んぱく調 整米に変 更した 方がいい のではと 、クリ ニックの 職員さん からも 意見が出 ていたそうです。

そ れでも、 栄養士さ んが なんとか これまで のたん ぱく調整 米で成功 させた いとの希 望が強く 、相談 の

電 話が何回 かあり、 一緒に 原因を探 り、メー カーの 営業さん の助言を 得て、 試作を繰 り返し、 当日を 迎
え たそうで す。

私 たちがお 届けした 商品 を、必要 とされる 患者さ んに、お いしい、 続けて 食べたい と思って いただ け
る ように、 ご指導い ただい た栄養士 の先生に とても 感謝して います。

患者さん 、患者さ んの治 療にあた られる栄 養士の 先生はじ め、医療 スタッ フの方の お役に立 てるよ う
に 、これか らもがん ばって いきたい と思いま す。
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▼ 自分に言 い聞かせ ている 言葉

社員

Ｔ・Ｋ

わ たしもよ くネット ショ ッピング を利用し ますが 、普通の ネットシ ョップ では、納 期が遅く なる時や、

在 庫がなか った時は メール が来るだ けのとこ ろがほ とんどで す。「遅 いな」 と思って 、数日た ってか ら
メ ールに気 づくこと もしば しばあり ます。

ビースタ イルのお 客様は 、時に「 明日食べ るごは んがない 」という 緊急性 の高い方 もおられ るので 、

お 届けにな にかしら の問題 が発生し た場合、 お邪魔 かもしれ ませんが お電話 でのご連 絡をする ことを 率

先 していま す。また 、「営 業日の午 前中まで にいた だいたご 注文は、 在庫が ある限り 即日出荷 する」

（２０１３年時点）というスピードも、ビースタイルが苦労しつつも、努力して実施している自慢のひ

とつです。 （商品の在庫がなくて、しかも「明日届けてほしい」と希望の方に、他社からご注文いただ

い たほうが 早く届く 場合は 、自分で そちらを 探して ご紹介し たことも ありま す 。
）

たぶん、 他のお店 ではや らないだ ろう、で もお客 様がして ほしいと 思うこ とを、で きる限り 実践し て
い きたい。

「 カスタマ ーサービ スをよ り良く」 は、毎日 のご注 文に対応 しながら 、「大 変だけど 、どうす る？」 と
い う時に遭 遇した際 、自分 に言い聞 かせてい る言葉 です。
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▼ 改善する 試みが大 切

社員

Ｍ・Ｎ

Ａ ｍａｚｏ ｎ店での ご購 入のお客 様から、 ショッ プ評価欄 で、商品 が破損 していた とのコメ ントが あ

り 、ヤマト 運輸さん の配送 時の破損 であるこ とは明 確でした が、個別 に謝罪 すると共 に、次回 からは 梱
包 方法を変 えて、破 損の無 いように 心がける 旨を伝 えました 。

その方か ら再注文 をいた だいたの で、倉庫 の方と 情報共有 し、梱包 を変更 して出荷 しました 。

するとそ のお客様 から再 度ショッ プ評価を 頂き、 「前回、 注文時に は商品 の潰れが ありまし たが、 今

社員

Ｍ・Ｈ

回 は梱包が 改善され ていま したので 、安心し て商品 を受け取 れました 。評価 コメント で改善い ただき 嬉
し く思いま す。次回 も注文 いたしま すので宜 しくお 願い致し ます 。
」
と いうコメ ントをい ただ きました 。

お 客様から の声を少 しで も反映し 、改善す る試み が大切だ と改めて 思いま した。

▼ 「いつも 」

電話対応で私が個人的に心がけていることがあります。 （クセ？）頻繁にお電話をしてこられる先方様

は 必ず「い つもあり がとう ございま す」の言 葉で電 話を切る 、という ことで す。
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「 いつも」 という言 葉を添 えて感謝 の意を表 現して おります 。

社員

Ｙ・Ｋ

普通に「 ありがと うござ います」 というよ り「い つも」を 付けるこ とによ ってより 親近感と 特別性 を
抱 いていた だけます 。
お客様が 身近に感 じてい ただける 、親しみ のある 会社を目 指したい です。

▼ 購入した 理由の１ ％でも

先 日、在宅 個人様か らの お電話を とった時 のこと です。そ の方は初 めて『 三嶋商事 』にお電 話をし て
く れた方で した。

ご主人の お食事に 困って いて、色 んなとこ ろから 治療食の パンフレ ットを 取り寄せ ているが 、なか な
か 自分がい いと思う ものが ないとの こと。

そこでど ういった お食事 を求めて いらっし ゃるの か伺って みると、 お弁当 の様な色 々な種類 がすこ し

ず つ入って いるのが 理想な んだけど ・・・と 仰った ので「こ れは！！ 」と思 い弊社で 取り扱っ ている 冷
凍 のお弁当 を勧めて みまし た。

すると「 それすご くいい 」と喜ん で頂け、 どんな おかずか 見たいの ですぐ にパンフ レットを 送って ほ
し いと仰っ ていただ けまし た。
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そこでお 電話は切 り、パ ンフレッ トの準備 をして いたので すが、そ の時に 色々とお 話を聞い ていた 中

で 、今自分 で作って いるが 、毎日メ ニューを 考える のが大変 だと仰っ ていた のを思い 出し、弊社にある
レ シピが載 っている 冊子い くつかと 、お手紙 をお入 れしまし た。
すると翌 週ぐらい にその 方のご注 文が・・ ・！

色々な会 社の中か ら『三 嶋商事』 を選んで くださ った。と いうのが 嬉しか ったです 。

代表取 締役

三嶋

賴之

その方の 弊社で購 入した 理由の一 ％でも、 私の対 応がよか ったから という 理由があ ればな～ ・・・ と
思 う出来事 でした。

▼ 現場感覚 が大事

平 成２４年 １２月に 、低 たんぱく のごはん を、い つも購入 されてい るお客 様からク レームが ありま し
た。

内容は、 いつもと 同じ商 品だけど 食べると 上層は 硬く、下 層はべた つくと いった内 容でした 。
商品ロッ トに問題 がある のかと思 い、商品 の交換 に伺いま した。
その後、 再度電話 が鳴り 、やはり 変わって ないと のこと。

以前に引 き取った 商品は 、私も会 社に戻り 試食し ましたが 、さほど 違和感 は感じら れなかっ たので 、
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そ の旨をお 客様に電 話で伝 えたので すが、話 を聞い ているう ちに再度 お邪魔 してお客 様の自宅 で試し た
い という気 持ちにな り、今 からお邪 魔する許 可を頂 きました 。

そして、 お客様の 自宅に て電子レ ンジを使 い試し てみると 、本当に おっし ゃる通り の出来上 がりに な
り 、その場 でメーカ ーさん の研究所 と連絡を とって やり取り をしてい ました 。
そんなや りとりの 中、お 客様が発 した言葉 が私の 心にすご く残りま した。

「 一度交換 に来たや ろ。そ のあと交 換した商 品がど うやった か聞かな あかん わ。こっ ちから連 絡して か

ら の行動じ ゃあかん やろ。 俺も会社 員で勤め ていた からわか るけど、 それが 商売やん 。
」

人 数も多く なり、会 社の 経営全般 をみる立 場にな り、現場 感覚・営 業感覚 を出せな かった自 分自身 に

対 し、恥ず かしく感 じまし た。今回 の件は、 私が直 接交換に 行ってい るにも 関わらず ・・・

その後 、何度か期間を置いて不定期ですが連絡をとっています 。再度、電話をしたときに言われた言葉

「 覚えてて くれたん やね。 そう、そ れが重要 なんや 。気にか けてくれ てあり がとう」 でした。
営業に戻 った気分 がして 、嬉しか った～。
このお客 様には、 また不 定期に連 絡をして いきま す。
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▼ 緊急時の 納品対応

社員

Ｓ・Ｍ

以 前、サー ビス向上 のた め直接お 客様のと ころへ 、ご要望 や改善な どがな いか、ヒ アリング に出か け
ま した。

現状の弊 社サービ スで、 満足して いること が一番 多かった のは、『 緊急な 納品をお 願いした 時に対 応
し てくれる 』という ことで した。

病 院ではい ろいろの 疾患 を持つ方 が急に入 院して くること がある。 こうい った場合 に緊急で 商品が 必

要 になるケ ースがあ る。例 えば、腎 疾患を持 ってい て、ＰＬ Ｃご飯が 必要に なる場合 や、経管 栄養で 流

継 続したい ですね 。

社員

Ｔ・Ｈ

動 食が必要 な場合等 。そう 思うと、 私たちの 扱って いる商品 は患者さ んにな くてはな らないも のであり、
命 にも少な からず関 わって いるとい うことで す。
しっかり とした判 断の中 で今後も 緊急時の 納品対 応は

▼ 私がいつ も心がけ ている こと

そ れは、元 気よく笑 顔で 丁寧に話 を最後ま で聞く 。当たり 前のこと なので すが、当 たり前を 自然と 出
来 るように 心がけて います 。
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私 の仕事は 直接お客 様と 接するこ とが無く 、電話 でのやり 取りにな ります 。顔が見 えない分 、話し 方

一 つで相手 の印象が 変わり 、時には 不快な思 いをさ せてしま うことも ありま す。

お 客様との 電話の最 後に 『ありが とう。あ なたど ちらさん ？また電 話しま すね』『 いつも親 切やね 』
と 言われた 時や、怒 られる ときもあ ります。

確か な 情報を 届け る た め に
積極的に 知識 （ ナ レ ッ ジ ）
を 身に つ け る

電 話の印象 で会社の イメ ージもか わります 。

カ ス タ マ ーサー ビ ス
を よ り 良く

５

こ れからも 、お客様 に喜 んでいた だける三 嶋商事 として心 がけてい きます 。

４
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【【【【５５５５】】】】確確確確かな情報をををを届届届届けるために積極的にににに知識 （（（（ナレッジ））））をををを身身身身につける

３ でも 触れまし たが、商品 知識は必 須です。 私たち のお客様 はどのよ うな方 々ですか ？私たち の販売

す る商品は どのよう な商品 ですか？ 私たちの 商品を 使用する 背景はし っかり と把握し ていなけ ればな り

ま せん。一 般では市 販され ていない 商品ばか りです 。相手の 立場で考 えるに は本人が これらの 事を充 分

理 解してい なければ なりま せん。社 内でも教 育しま す。しか し、社内 で教育 できる事 で全てを 身につ け

る事は不可能です。セミナーや本、 WEB
な どで知 る事もで きます。 勉強に は教わる 側の努力 や姿勢 が
必 要です。 我々が販 売する 商品の背 景を充分 理解す れば何を しなけれ ばなら ないかわ かります 。確か な

情 報を身に 付けるた めには 積極的に ならなけ ればな りません 。どのく らいの 事が積極 的なのか ？それは、

自 分の時間 で努力を するこ とはもち ろんです が、人 の行動な どを盗み とるく らいの気 持ちが大 切だと 私

は 思います 。セミナ ーや本 で学ぶ、 ではなく 盗む。 知識のあ る方の行 動、言 動を真似 る、聞く ではな く

盗 む。これ くらいの 気持ち が積極的 ではない でしょ うか？教 えてもら うでは 消極的だ と感じて います 。
確 かな情報 を届ける 使命。 実践すれ ば、みん ながハ ピネスで す。
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▼ 情報収集 と情報整 理、そ の後の情 報提供

社員

Ｈ・Ｋ

先 日、施設 様より、 とろ み剤の増 粘多糖類 で下痢 を起こす 方がいら っしゃ るのです が、なん とかゲ ル
化 剤をみつ けてほし いとの 依頼があ りました 。

たいてい のとろみ 剤には 、増粘多 糖類が含 まれて おり、下 痢を起こ した商 品から増 粘多糖類 を絞込 み

が できない かと、施 設様に 色々お問 い合わせ してな んとか限 定するこ とがで きました 。

その後、 メーカー の営業 の方に、 対象とな る増粘 多糖類を 含んでい ないゲ ル化剤を みつけて いただき、
施 設様にサ ンプルを お届け できるこ とができ ました 。

何より、 下痢で困 ってい る方にお 使いでき る商品 がみつか ったこと に安心 しました 。

卸 の立場で はありま すが 、メーカ ーさんと 施設さ んの間を 取り持つ 者の責 任として 、問題の 原因が 何
か を特定す るための 情報収 集と情報 整理、そ の後の 情報提供 は必要で す。

そのため の、日々 新しく なる商品 知識はも とより 、疾病に 対する知 識の習 得は必要 だと思い ます。
当社はそ のための 機会は 多くあり 、存分に 活用し ていきた いと思い ます。
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▼ 営業マン としての 知識

社員

Ｎ・Ｔ

得 意先のグ ループホ ーム さんでの 小さな出 来事の お話です 。いつも どおり に納品を して集金 も済み 、
そ の施設さ んの自動 ドアか ら外に出 ました。

すると直 後に、顔 馴染み であるそ この職員 さんに 「利用者 さんに貧 血の人 が一人い てるんだ けど、 食
欲 もなくて …」と相 談に駆 け寄って 下さいま した。 そこで僕 はとりあ えず
(

)

鉄６ ｍｇ

亜 鉛６ｍ ｇ

セット のサンプ ルを載せ ていた の

鉄分強化 食品を案 内｝と 即

{

Ｈ食品

カル シウム２ ００ｍ ｇ

座 に思いま した。偶 然にも 、車にお いしくサ ポート ゼリー
で、それを一箱渡しました。 （商品はたんぱく質５ｇ

の 栄養強化 ）パサつ く食べ 物は厳し いと仰っ ていた ので、そ の点でも ゼリー だから、 ニーズに 合致し た
商 品である と思いま した。

そ して、つ い先日に 納品 で伺った 際に、そ の職員 さんにお 会いでき たので 、貧血の 利用者さ んはど う

だ ったかと 尋ねると 「１回 に食べる 量は４分 の１ぐ らいだけ ど食べて くれま した。今 後、注文 するか 利
用 者さんと 相談して みます 。味はイ チゴかバ ナナが 良さそう でした 。
」

･

病態 にはこの 栄養成 分
)

{

}

聞く力

を持つこ とは、地 域医療 に貢献す る円滑な ツール で

(

僕 の現時 点の勝手 な解釈で すが

この症 状

う ん、微々 たるもの です が、地域 医療に貢 献でき たかなと 思いまし た。
←

今 回の出来 事で思っ たの は、営業 マンとし て、必 要最低限 の知識
を 摂取する

あ ると感じ ました。 先月に 参加させ て頂いた 社外ミ ーティグ では、僕 のテー ブルでは

]

につ い
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[

て の談話が ありまし た。そ れは営業 マンにと っては 、最重要 であると いう意 見があり 、僕は強 く共感 し

て いました 。しかし 、極論 かもしれ ないです が、も し、今回 のケース の場合 、真摯に 聞くこと はそう で
聞く 力

＋

必要最 低限の知 識

あ るが、次 の段階と して、 そのよう な知識が ないと なると話 は円滑に 進まな かったと 感じまし た。僕 自
身 の中では 、当社の 営業マ ンとして 、

]

を 基盤とし て、そこ からの 成

[

]

[

Ｓ・Ｍ
-

Ｋ管理栄養士国家試験対策講座 （全１２回）も終えることと

社員

長 のメソッ ドは個々 人によ りけりで あるのか なと感 じました 。僕自身 、深い 知識を持 っていな いので 、

そ の点はい ろんな人 に教わ ったり、 独学して 持てる ようにし ていきた い所存 です。

次回の注 文にその ゼリー がプラス してくれ たらな ぁと内心 思い続け ていま す…

▼ 身につけ ないと確 かな情 報は届け られない
昨 年６月よ り受講し てい たＳｏｎ ｉｃ

な りました 。これは 、社長 と私が個 人的に参 加させ ていただ いていた 勉強会 です。名 前の通り 管理栄 養

士 試験に合 格するた めの講 義内容で すが私に とって も勉強し ておくこ とで、 今まで以 上に管理 栄養士 さ
ん や他医療 関係者へ の理解 がより深 まる内容 でした 。

特 に感じた ことは「 基礎 栄養学」 「人体の 構造と 機能」は 今後も勉 強し続 けなけれ ばならい 分野で あ

り スタンダ ードをし っかり 身につけ ないと、 確かな 情報は届 けられな いので は？
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も うひとつ 、独学で 果た して管理 栄養士さ んの話 を理解し て提案型 の営業 ができる のだろう か？そ ん
な ことを考 えていた 中、あ る病院の Ｋ先生よ り「Ｓ ｏｎｉｃ

Ｋメイ ン講座 も勉強し たいとい う気持 ち

-

の 人は参加 してもよ いです よ」と温 かい一言 いただ きました 。

そして、これを１課営業スタッフに話したところＹ君、Ｎ君が参加をしてくれる事になりました。 （Ｂ
さ んはすで に登録済 ）

こ の勉強会 への参加 は自 分の休み の時間、 プライ ベートを 使うこと になり ます。し かし、会 社が掲 げ

Ｈ・Ｋ

る 経営理念 ・ビジョ ンを達 成する為 には必要 なステ ップかも しれませ ん。今 回、参加 を決意し てくれ た

社員

み なさんあ りがとう ござい ます。そ して、確 かな情 報を届け るためこ れから 頑張りま しょう。

▼ 先生の言 葉

私 が管理栄 養士の養 成専 門学校在 学中に出 会った 、スポー ツ栄養学 の先生 の言葉を いつも思 い返し ま
す。

「 栄養士さ んは栄養 素やエ ネルギー 、たんぱ く質の 計算が出 来て当た り前。 でも、人 は口から 栄養素 や

エ ネルギー を食べて いるわ けではあ りません 。口か ら『ほう れんそう のおひ たし』や 『おにぎ り』を 食
べ ているこ とを忘れ ないで 下さい 。
」
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三嶋商事 が扱って いる商 品は、治 療食、介 護食な どご利用 になられ る方に とって、 「おいし い」と か

「 継続して 食べたい 」とい う商品で ないかも しれま せん。腎 不全の患 者さん にとって 、低たん ぱくの 食
事 を継続し て食べて いただ くことは 治療法の

1

つで す。

社員

Ｔ・Ｈ

三嶋商事 をご利用 いただ いている 方に、食 事の楽 しみを少 しでも感 じてい ただける 商品を提 供しつ づ

け る為には 、病気に ついて 、商品に ついての 勉強は 欠かせな いと思っ ていま す。

▼ お客様を 通じて勉 強
お 電話でご 注文頂く お客 様からの お悩みか らはじ まる出来 事です。

病 院からは 何の指示 も無 くカタロ グをもら っただ けで、ど うしてい いのか 迷ってい たところ 、ご自 分
で どうにか しようと 低たん ぱくのご 飯を購入 されま した。

購 入商品は 『でんぷ ん米 １／２０ 』で何度 炊いて もパサパ サになり 、水の 量を増や してもお 美味し く
炊 けず・・ ・
あ まり食べ て貰えな くな ったとの ことでお 電話く ださいま した。

調 べたとこ ろ、でん ぷん 米１／２ ０はチャ ーハン ・炊き込 みご飯に 適して おり、炊 き込みご 飯の素 を

お ススメし たのです が、白 いご飯の 方がお好 きなよ うで、私 では知識 不足で いい案が でず、メ ーカー さ
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ん に美味し く炊ける 方法を 聞きまし た。
でんぷん 米はその ままで はパサパ サになる ので、 『もち粉 もしくは お餅

１００ｇ に対して ４５ｇ

(

)

を 粉状し、 一緒に炊 くとモ ッチリ感 が出て美 味しく 出来ます よ』と回 答頂き 、お客様 にお伝え したころ、
す ごく喜ん でいただ けまし た。

ネットの ほうでも 炊き方 について 情報をプ ラスし 、社員皆 で情報共 有し、 一つ勉強 になりま した。

００ ～７

Ｂ・Ｎ

:

３０ （毎日放送）で

社員

お客様の お悩みか らひと つひとつ 調べるこ とによ り、私た ちも知識 が増え 、まだま だ悩んで いる客 様
の お役に立 てるので はない かと思い ました。

▼ ゲンキの 時間
既 にご存知 な方もい らっ しゃるか と思いま すが、 毎週日曜 日の朝７

:

放映しています「ゲンキの時間」は勉強になります。 （ＭＣは三宅裕司）この番組の良い所は毎週病態

別 に、その 病気のエ キスパ ートドク ターが出 演して 、病気の メカニズ ムや実 際の症例 ・治療方 法の種 類

な どを映像 で教えて くれる ので非常 にわかり やすく 知識向上 になるの で、ご 存知で無 い方は休 日の早 い
時 間帯では あります が是非 ご覧下さ い。
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▼ 勉強が出 来る環境

社員

Ｍ・Ｎ

そ ろそ ろ入社し て１年がた ち、当初 は「嚥下 」の読 み方すら わからな かった ことを思 うと、少 しずつ
知 識がつい てきたの かと思 います。
この１年 の間にい ろんな 勉強会が あり、１ ０回以 上は参加 しました 。

Ｔ・Ｋ

三嶋商事 に入社し て、入 社前だっ たら絶対 に知り えなかっ た事を沢 山知る ことが出 来ていま す。

働きなが ら勉強が 出来る 環境があ ることが すごく 素敵なこ とだと思 いまし た。

社員

以前知り 合った薬 膳の先 生が言っ ていまし た。

これから も、どん どん勉 強会に参 加し、お 客様の 役に立て ていきた いです 。

▼ 五感で得 た体感が 一番
「あなたの台所 （キッチン）が、病院です 。
」と

「 チャング ムの誓い 」では 、幼いチ ャングム が修行 の一環で 、井戸や 川の水 を飲み比 べて微細 な味の 差
異 を自分の 舌で覚え る場面 がありま す。
介護食、 治療食は 日々進 化し、た くさんの 商品が 発売され ています 。

わたしは 食いしん 坊なの で、新製 品の勉強 会など でいろん なものを 食べて 覚えます 。あまり おいし く
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な いという 流動食も 、むし ろ口に入 れてみま す。五 感で得た 体感が、 一番身 に付きや すいと知 ってい る

か らです。 また、そ うする ことで、 お客様か らの味 や食感の ご質問に 答える ことがで きます。

普通は口 から摂取 するこ とのない 流動食に ついて 「どんな 味ですか ？」と いう、海 外からの お問い 合
わ せもあり ました。

低たんぱ く食品を 使って いる方が 、「肉ま んを作 りたい」 というご 要望が あり、パ ンケーキ の素を 使
っ た饅頭生 地の作り 方を教 えてもら ったこと もあり ます。

社員

Ｋ・Ｇ

お客様か らのお問 い合わ せによっ て勉強し 、成長 させてい ただいて いる部 分も大き いと言え ます。

▼ 栄養士さ んと同じ 勉強

今 年に入っ てから、 ある 勉強会に 参加させ て頂い ています 。そこは 、栄養 士さんが 勉強する ための 勉

強 会です。 私が担当 するエ リアの栄 養士さん も数名 参加され ています 。初参 加した日 や、後日 納品で 伺

っ た際に、 栄養士さ んに言 われたこ とが、「 勉強熱 心な会社 ですね 」
、 「休 みの日や のに大変 やね 」
、
「 あんたあ ほちゃう か」で した。

人 それぞれ 発言は異 なり ますが、 共通して 言える ことは、 みなさん 嬉しそ うでした 。勉強の 内容の 方

は 、正直難 しく、私 自身の レベルが 至ってい ないと いうこと もあり、 すぐに 仕事に活 かせるも のでは な
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い と実感し ています 。参加 するたび に毎回新 たな発 見がある ことが唯 一の救 いだと感 じていま すし、 同

代表取 締役

三嶋

賴之

じ 会場で栄 養士さん と同じ 内容を勉 強してい る雰囲 気を体感 できてい ること が良い経 験になっ ている と
思 います。

▼ 南河内嚥 下勉強会

南 河内嚥下 勉強会と いう 、医療従 事者向け の勉強 会を発足 して１０ 年にな ります。
世 話人とし て、この 会を 支えて次 回の記念 大会で ３１回目 を迎えま す。
当 初は、栄 養士の先 生方 と自分た ちが勉強 したい と考え企 画をしま した。

１ ０年前か ら「摂食 ・嚥 下」と呼 ばれる言 葉が、 医療の現 場で大変 クロー ズアップ されてきました。

し かし、他 の栄養分 野と は違い、 ガイドラ インも なく、患 者さんご とにオ ーダーメ イドのア セスメ ン
ト をしなけ ればなり ません 。

関 わる職種 も多数で す。 この分野 を学ばな ければ 、私たち の販売す る商品 について も、的確 に理解 で

き ず、危険 であると 感じて いました 。この勉 強会を 主催する 側になり 、本当 にたくさ んの知識 を身に つ

け る事がで きました 。また 、専門学 会に研究 を発表 する立場 にも携わ る事が できまし た。

振 り返れば 、１０年 間よ く継続で きたと世 話人同 士で話す こともあ ります 。医療従 事者の専 門家の 中

- 73 -

に 、一人卸 会社の私 が入っ ていても 、同じ仲 間と思 って頂け る事が大 変嬉し く思いま す。今年 から、 こ

の 勉強会の 事務局も 担当す ることに なり、さ らに責 任は増え ますが、 頼りに される有 難さを噛 みしめ 、

さ らに貪欲 に勉強し ていき たい。ま た、勉強 できる 場の提供 をしてい きたい と考えて います。

つ

1

つ 増えてい きます。

社員

Ｈ・Ｋ

人生日々 勉強、積 極的に これから も「治療 食」を 販売する 会社とし て、知 識をつけ 確かな商 品、確 か
な 情報を届 けていき たいと 思ってい ます。

▼ お客様か らのＳＯ Ｓ
お 客様から のご質問 やお 問い合わ せにより 、私た ち社員の 知識が

1

メ ーカーさ んに確認 する ことです ぐに解決 できる 場合もあ れば、メ ーカー さんの情 報をもと に一度 当

社 でも確認 してお答 えする こともあ ります。 また、 お客様が お急ぎの 場合は 、メーカ ーさんの 情報を 先
に お伝えし て後日、 当社で 確認する こともあ ります 。

社 員が休日 自宅で検 証す ることも あれば、 会社で 業務終了 後あるい は早朝 始業前に 検証する ことも あ

り ます。ま た、日中 、メン バーがそ れぞれの 担当業 務を調整 して、試 食会や 意見交換 会を持つ ことも あ
り ます。私 たちがで きる最 低限の努 力との思 いで取 り組んで います。

今 すぐに困 っている お客 様にはＢ ｅｔｔｅ ｒでな い情報を お伝えす ること になって いるかも しれま せ
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ん。

それでも 、お客様 のＳＯ Ｓを一緒 に解決で きるよ うに、こ の最低限 の努力 を今後も 積み上げ ていき た
い と考えま す。

創造的なななな発想推進

お客様に 安心して 購入し ていただ ける会社 にして いきたい と思いま す。

【【【【６６６６】】】】変化をををを受入れれれれ、、、、変化 （（（（改善））））をする

ジ ョン ソン・エ ンド・ジョ ンソンと いう会社 はご存 知だと思 います。 医療品 やスキン ケア商品 、コン

タ クトレン ズなど世 界各国 で販売す るビッグ な会社 です。そ の日本法 人社長 の著書で 語られる 一節を 紹
介 します。
消費者 が変わり 、流通 が変わり 、テク ノ ロジー が変わり 、
政府 の規制 が変わるな かで 、一企業 の理念 が未来永劫 に
不変 と いう ことはあ りえな い 。
「唯一不変なも のは変化 のみである 」
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環 境は 変わりま す。このカ ルチャー ブックに よって 皆さんの やるべき 事も変 わると思 います。 そうで

す 。変化に 対応しな ければ 何事にも 成功しま せん。 現状維持 を決して 受け入 れず、現 状維持に 満足し き

ら ないでく ださい。 これか らこの会 社は変化 をし続 けると思 います。 それは 皆さんが 体験した 事がな い

大 きな改革 である場 合や、 極些細な 小さな改 善の場 合もあり ます。変 化に対 応できる ように努 力して く

だ さい。日 々変化・ 改善の 意識で取 組んでく ださい 。絶え間 ない変化 を歓迎 すること が私たち の文化 だ

と 理解して ください 。変化 するには より現場 の声が 重要にな ります。 最前線 の人たち を起点と するボ ト

ム アップが 重要です 。毎日 １人が一 つだけで も小さ な改善を する事で 、会社 の営業日 で換算す ると約 ２

４ ０個も年 間に変化 ・改善 がなされ ます。そ れが働 く人数分 になると １年後 会社は劇 的な変化 ・改善 を
し ているこ とでしょ う！

や るからに は楽しく した いですね 。ユニー クでユ ーモアな 発想は推 進いた します。 変化・改 善にあ な

社員

Ｈ・Ｋ

た が考える ユニーク でユー モアな発 想をドン ドン教 えてくだ さい。他 と違う 当社らし い所が出 ればハ ピ
ネ スです！

▼ お客様の 声で改善
改 善のきっ かけはお 客様 の１本の 電話から 始まる ことがし ばしばあ ります 。
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今 冬一番の 寒さを連 日更 新してい たある日 、その 電話はあ りました 。

「 Ｓ社の半 固形流動 食が固 くて胃ろ うカテー テルに 注入でき ず、直接 メーカ ーさんに 問い合わ せして 対

応策を調べました。販売先 （Ｂ‐Ｓｔｙｌｅ）の通販サイトにも対応策を載せないと多くの利用者の方
が 困ってい ると思い ます 。
」 という 内容でし た。

早 速、Ｓ社 そしてＴ 社の 営業の方 に連絡を とり、 対応策を 掲載する ことに なりまし た。

社員

Ｔ・Ｋ

ま だまだ不 十分な当 社の サイトを よりお役 に立て るように 改善して いくこ とは、お 客さまに 安全、 安
心 していた だける商 品をお 届けする 一歩でも ありま す。
こ れからも お客様の 声を 喜んでい ただける 形にし ていきた いと思い ます。

▼ ダンボー ルアーテ ィスト

在 宅通販部 門を担当 する ２課のチ ームには 、各々 高い技術 、経験を 持った スタッフ がいます 。よく こ

ん な小さい 会社に、 これだ けスキル フルなス タッフ が集まっ たなと常 々感嘆 するので すが、そ の中に ダ
ン ボールア ーティス トがい ます。
り ん し ょ くか

起業の創成期にありがちな、出 （いずる）を引き締め吝嗇家 にならざるを得ない環境がそうさせるこ
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ともあるのですが、Ｍさんが作る、アマゾンでも手に入らない、オーダーメイドの家具 （？）のいくつ
か をご紹介 しましょ う。
（ホワイトボード） （封筒ラック） （注文書入れラック）

これらの 数々は、 機能的 かつもっ とも必要 な場所 に最小限 のスペー スで設 置され、 私たちの 仕事を 捗

Ｎ・Ｔ

(

内容は殆 どが経 営

社員

ら せてくれ ています 。オフ ィスの至 る所に徐 々に増 えていく それらが 、いず れ社長か ら「ダン ボール ア
ー ティスト 賞」を授 かる日 がくるこ とでしょ う。

▼ いいと思 ったこと は恐れ ず行動

)

改善

「 日本一社 員がしあ わせな 会社のヘ ンなきま り」と いうビジ ネス書で のお話 です。
者 の視点で す

岐阜県に ある未来 工業㈱ のきまり や創業者 の考え が綴られ ていて、 変化

)

を するヒン トがた く

(

さ ん詰まっ ている内 容でも あると思 いました 。こん なユニー クな会社 は今ま でに聞い たことが ありま せ

ん ので、是 非ともこ の会社 を一度は 検索して みて下 さい。い ろんなこ とに仰 天すると 思います 。

その中で 、当社の コアバ リュー６ に類似す る改善 提案制度 というも のもあ ります。 というも の著者
創業者

)

の考えの まとめ で、常に 考える。 他人と 差別化す る。いい と思っ たことは 恐れず行 動に移す。
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(

＝ブ ランド化

ダ メならす ぐに戻す 。とい う４点で あり、こ れには 私も共感 と同時に 、社長 がコアバ リューの 説明で も
コ メントさ れていた 共通の 言葉、『 差別化』

)

が挙げ られて います。

(

こ れは、会 社として もそ うですが 、一営業 マンと してもし ていきた い思い がありま す。先日 、１課 の

得 意先様の ヒアリン グで、 良い意見 や悪い点 が見え ることが でき、良 い点は そのまま 伸ばして いけば 他

社 との差別 化になる と思っ ています 。一方、 悪い点 は、常に 考え、い いと思 ったこと は恐れず 行動に 移

社員

Ｍ・Ｎ

し 、ダメな らすぐに 戻す。 そうすれ ば、ヒア リング をやって もらった ことに より、よ り差別化 を実現 で
き るはずだ と思えま した。

▼ それに気 づくチャ ンス

私 が前に勤 めていた 会社 は、人の 入れ替わ りが激 しい職場 でした。 接客業 ですので 、常にお 客様視 点

で 考え、改 善してか なけれ ばならな いのです が、長 く働くと 、「働い ている スタッフ がお客様 になっ た
【 つもり】 でのお客 様視点 」の考え 方になっ てしま いがちで す。

そんなと き、新し いスタ ッフが入 社すると 、既存 のスタッ フよりも 、ずっ とお客様 に近い視 点での 意
見 やアイデ アを持っ ていて 、気づか されるこ とがた くさんあ りました 。
三嶋商事 も、人が どんど ん増えて 、システ ムも増 えていっ ています 。
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社員

Ｔ・Ｈ

今まで当 たり前に なって いる行動 やスタイ ルが、 本当はも っと効率 的で良 い方法が あるかもしれない。
い ろいろな 環境の変 化があ る今が、 それに気 づくチ ャンスか もしれま せん。

▼ はじめて の見積で 変化を 楽しむ

い つもご注 文くださ る、 ある施設 様から非 常食に ついてお 問い合わ せがあ りました 。

非 常食はい つも別の とこ ろから購 入してい たよう で、今回 から三嶋 商事で 購入考え ているの で見積 り
が ほしいそ のような 内容で した。

三 嶋商事に 入って見 積り 作成した ことが無 かった ので、軽 い気持ち で私が 見積り作 ってみよ うかな ～
っ と思った のが始ま りです 。

１ 課の課長 に確認し なが ら作業を 進めてい き、お 客様に見 積りを提 出し、 お電話で やり取り した結果、
３ 施設から ご注文を 頂けま した。

購 入に繋が ったとき すご くうれし く、発送 までち ゃんとし なくては 、自分 の中で『 やりとげ る！！ 』
と いう気持 ちでいっ ぱいで した。

一 人ではで きなかっ たこ とを課長 が助けて くれ、 そしてお 客様に喜 んでい ただきま した。事 務員も こ
れ から、い ろんなこ とにチ ャレンジ し変化を 楽しん でいきた いと思い ます。
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▼ トライア ル＆エラ ー

社員

Ｍ・Ｈ

会 社のコア バリュー 名札 の私のニ ックネー ムです が、これ にはちゃ んと由 来があっ たりしま す。

私のニックネーム （？）となっている「破壊神」ですが、・・・実は昔に、仕事上で言われたニック

ネ ームでし て、何で もかん でも物を 壊す破壊 者、と いう意味 でなく、 人が今 までに築 き上げて きた価 値
観 を破壊す るという 意味の 「破壊」 だそうで す。

元 来「破壊 神」とい うの は元々あ るものを 壊し、 その壊れ た中から 新しく 再生させ るという 意味が あ
り ます。破 壊と再生 はセッ トだそう です。

確 かに、他 人に指摘 され て気が付 いたので すが、 自分は既 存のやり 方をバ ッサリと 「破壊」 する傾 向

が あるよう で、思い ついた ら、即試 す。ダメ だった らすぐに 手を引く 。そし て新しい 方法を試す・・・

そ して破壊 した結果 、新し い発見や 面白いこ とが見 つかった ら面白が って喜 んでいる 所があるようです。
（これが「再生」かな？）

ネ ット上の 販売戦略 のト ライアル ＆エラー で重要 なのは、 既存のや り方、 価値観に とらわれ ること な
く 、臨機応 変に対応 して「 チャレン ジ」する ことだ と思いま す。

凝 り固まっ た方法で は絶 対に壁を 突破でき ません 。常に「 変化、改 善」の 繰り返し です。
ま さに「破 壊と再生 」でし ょうか。
破 壊して、 様々なプ ロジ ェクトを 成功させ たいで すね。
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▼ もっと簡 単に

笑

社員

Ｙ・Ｋ

私 の仕事の 時の脳は 『い ましてい ることが もっと 簡単にで きないだ ろうか 』を考え ています 。
『 簡単じゃ なくもっ と頑張 れよ！』 と言われ そうで すが

(

)

私はそう ゆう考え 方も大 事ではな いかと思 ってい ます。

ある日『 今してい ること をもっと 簡単にで きない か』が私 の頭の中 に登場 しました 。
それは毎 日の締め 処理後 の２課の 売上を報 告して いたとき です。

当時は各 店舗の売 上集計 をエクセ ルデータ で計算 ！または 伝票を見 ながら 手計算で 行っていました。

ですが、 受注量が 増えて いくにつ れ、今の 方法で は時間的 ロスが増 える、 計算ミス の可能性 が高く な
る などの事 が予想さ れてき ました。

そこでワ ンクリッ クで正 確かつ、 簡単に各 店舗の 売上と総 計が出せ るよう なアクセ スを使っ た仕組 み
を 考え作成 しました 。
結果、課 内の方か らも喜 んで頂き 今はそれ を使っ ています 。

作成後、 ヤフー店 もオー プンしま したが、 そちら もすぐ対 応しオー プン前 と変わら ずワンク リック で
売 上報告が 出来てい ます。

これから も依頼が あった 時や、私 自身見つ け次第 だんだん 改善して いきた いです。
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▼ 価値観の 変化

社員

Ｈ・Ｋ

当 社は在宅 のお客様 から 午前中に ご注文い ただく と当日出 荷できる 商品と 、ご注文 数量が多 く欠品 に

よ り少しお 待ちいた だく商 品、ある いはお客 様から のご注文 後メーカ ーさん に発注す るお取り 寄せ商 品
が あります 。

当社の通 販サイト では、 このお取 り寄せ商 品に対 して、「 お届けま でに３ ～５営業 日要する 」こと を

お 知らせし ており、 私自身 、ご注文 を頂いて いるお 客様はサ イトの表 示をご 覧の上、 ご了承い ただい て
ご 注文頂い ているの だと思 っており ました。

ところが 先日、お 取り寄 せ商品の 到着日に ついて 、お電話 で確認さ れてき たお客様 との会話 を通し 、

お 客様は決 してご納 得され ているの ではなく 、大目 に見てく ださって いるだ けだと気 づきまし た。

お取り寄 せ商品を お待ち いただい ているお 客様に 対して、 「お待ち 頂いて 申し訳あ りません 」とい う

気 持ちで接 すること で、初 めてお客 様がこち らと向 き合って お話して 頂ける のだと思 いました 。

そのお客 様との会 話の中 で、気づ けなかっ たこと を今も心 苦しく思 ってい ます。そ のお客様 のおか げ

で 、当社の 取扱う商 品の意 味、私の お客様へ の接し 方を深く 深く考え る機会 を与えて 頂けたこ とを大 変
感 謝してお ります。
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【【【【７７７７】】】】意欲的 （（（（マインド））））なコミュニケーションを率先する

気 持ち が入った コミュニケ ーション の事です 。気持 ちが入る とは理念 を使命 とするた めのコミ ュニケ

ー ション。 つまり、 社内、 社外でも 会社に関 わる前 向きなコ ミュニケ ーショ ンを取っ て頂きた い。こ れ

ら のコアバ リューを 実践す る中でつ まらない コミュ ニケーシ ョンはし ている 時間など ないじゃ ないで す

か 。前向き なコミュ ニケー ションは ワクワク します 。あちこ ちで聞こ えてく るとさら にワクワクします。

反 対に つまらな い世間話な どは気持 ちが落胆 します 。そのよ うなコミ ュニケ ーション は時間外 でする

社員

Ｓ ・Ｍ

べ きです。 また、そ のよう なコミュ ニケーシ ョンは 意欲的な 人からす れば聞 きたくな い事です 。世間 話
は 自分の時 間におさ めまし ょう。意 欲的な話 は大歓 迎です！
全員が同じ気持ちなら 「みんながハピネス」状態です。

▼ 意欲的な 情報共有

社員全員 が同 じ目的を達成する には情報交換 コミ ュニケー シ ョンが重要 です 。現在 、１課 では冷凍商

材 の販売方法 で色々 と考 え て います 。メー カー様 と同行販売を中心 に拡売中 です が 、冷凍販売 の当社担
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当者 と の情報交換を何 より一番 に考 え て います 。お互 いの担当 エリア に特徴 はあります が 、案内 の切 り

口 や病院 での献立情報な どよく話 せる よう になりま した 。これ は冷凍販売を任された使命 でもある から

社員

Ｙ ・Ｔ

です 。今後 は この エピ ソー ドより 、も っと意欲的 で楽 し い コミ ュニケー シ ョンが できる と思 います 。

▼ コアバリ ュー に対 し て自分 が出来 た事
「Ｙ君 から買うわ！ そ の変わり僕 が移動 し ても Ｙ君 が持 ってき てや！ 」
この一言 に鳥肌 が立 ちま した 。

弊社 が取り扱 って いる商品 と同 じ モ ノを使用 し て いる施設さ んがあ ります 。価格 は弊社 の方 が高 いの

です が 、５月 か ６月頃 から弊社 から納品さ せ て頂 いて います 。なぜ弊社 から取 ってくれ て いる のかを聞
く と 「い つも元気 で雰囲気も良 いし 、時々無理なお願 いも聞 いてくれる し （笑

)

」と の こと でした 。そ

この施設さ んは給食委託会社さ ん で 、異動 が度々ある そう で 、そ の方 は ３月頃 から勤務され て います 。

私 はそ の時 から “世間話 や 、し ょうもな い話 ”を し て 、徐々 に仲良 く し て頂 ける よう になりま した 。こ
のような経緯 から 、価格を超 え て 「人 」対 「人 」の大切さを知りま した 。
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▼ コアバリ ューの真 髄、ネ ガティブ を排除

代表取 締役

三嶋

賴之

在 宅のお客 様に対し て商 品の出荷 ミスが重 なりま した。短 期間で繰 り返す 一番あっ てはなら ない事 で
し た。出荷 作業の担 当者は 全てパー トの男性 で一番 上は７０ 代半ばの 方です 。

みなさん 真面目で 会社に は３０分 前から率 先して 出勤し、 出荷の準 備をし てくれて います。

そんな人 生の先輩 方に若 輩者の私 が注意す るのも 躊躇する ことはあ ります が、私が 言わなけ れば一 番
お 客様に迷 惑がかか ります 。

全員集め て出荷ミ スの事 を話まし た。する と、一 人の中心 的な存在 の男性 が「これ は気の緩 みや」 と

発 してくれ ました。 起こっ た事は取 り戻せな いので 、どのよ うに改善 して繰 り返さな いかを話 合いま し

た 。すると 、率先し て案が 出てきて アナログ ですが 、自分た ちででき る限り の事を実 践して行 く事に な

り ました。 ミスを減 らす大 型な設備 投資がで きる程 の規模で はないで すが、 皆が率先 しミスと 言うネ ガ

テ ィブな事 に対して も意欲 的なコミ ュニケー ション になった ことが、 なによ り嬉しか ったです 。

前向きな コミュニ ケーシ ョンを出 来るリー ダー的 な存在が いるから こそだ と改めて 感じまし た。

ネガティ ブな事で も前向 きに良案 を出す事 。この コアバリ ューの真 髄です 。全員が そのよう なコミ ュ
ニ ケーショ ンを取る ことが 出来れば 、ハピネ スです 。
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▼ 気になる 虫
職 場のコミ ュニケー ショ ンは大切 だと思い ます。

社員

Ｈ・Ｋ

営 業担当者 から「○ ○の 施設さん からとろ み剤が 固まらな い。思い 当たる ことあり ますか？ ？」私 の
中 の「気に なる虫」 が動き 始める瞬 間です。

す ぐにメー カーさん に問 い合わせ をして、 それで も疑問が 残る場合 は、サ ンプルを 頂いて実 験や試 食

社員

Ｂ・Ｎ

な ど行いま す。実験 結果か ら、色々 な発見が ありま す。疑問 がすっき りする ことで、 営業担当 者から 施
設 さんへの 提案方法 が明確 になった りと様々 です。

営 業担当者 とのコミ ュニ ケーショ ンは商品 知識を 深める絶 好のチャ ンスで す。

▼ 大事な落 し物

私 の担当エ リアにあ る特 養さんへ 納品に伺 った時 の事、そ の日は納 品商品 が多くて 台車いっ ぱいに 積

ん で納品口 へ向かっ ている と、敷地 内駐車場 と歩道 の境目に 封筒らし き物が 落ちてい ました。 その時 私

は 商品もい っぱいあ るし納 品時間も 掛かるの で一瞬 ためらい ましたが 、一旦 台車を置 いて拾い に行く と

そ れは病院 が発行し ていた 「退院証 明書」で そこに はお名前 と年齢が 記載さ れていて 、年齢が ９３歳 だ
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っ たのでも しかして ・・・ ？

こ この特養 さんの入 所者 さんが落 とされた のでは と思い、 受付へ持 参する とその予 想が当り 、

「 うちの入 所者さん の物で 大切な書 類です！ 拾って 頂いてあ りがとう 御座い ました」 と言われました。

社員

Ｍ・Ｎ

迷 った結果 積極的に 拾い に行って 結果良し ！先方 さんとの コミュニ ケーシ ョンも良 くなりま した。

▼ うれしい 食事のお 誘い

私 が入社し たとき、 入社 したその 日にＴさ んがＭ さんと私 をご飯に 誘って くれまし た。

「 新しい職 場に早く なれな いと・・ ・」と不 安とプ レッシャ ーがあっ たので 、すごく 嬉しかっ たのを 覚
え ています 。

ご飯に行 ったとき には、 会社の人 たちのこ とや、 これから どのよう なビジ ョンでや っていく のかを 教
え てくれま した。
おかげで 、早く馴 染め、 ２課のチ ームワー クもよ くなりま した。

今では、 いろんな 問題点 や課題が あるたび に、２ 課のメン バー４人 でいろ んな意見 を言い合 えるよ い
チ ームにな ったと思 います 。
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▼ 最初が肝 心
Ｅ Ｃサイト のショッ プに はそれぞ れ専属の 担当者 が一名付 きます。

社員

Ｍ・Ｈ

初 めてその 担当者が ご挨 拶の電話 を掛けて こられ ましたが 、あまり 印象の 良くない 対応でし た。営 業
担 当なのに 、どこか 軽くて 浅い、適 当さのあ る印象 でした。

個 人的にも あまり良 い印 象が無く 、今後、 担当交 代までこ の方が当 店の担 当となる ので、こ こは思 い

切 ってガツ ンと一発 目に色 々と言っ ておかな いとい けない気 がしまし たので 、三嶋商 事のポリ シーを お

伝えしました。 （やや怒り気味で）すると、担当者に理解していただき、その後、お電話を下さるとき

社員

Ｈ・Ｋ

は 、冗談を 楽しく交 えなが ら、親身 になって 今後の 方針や情 報提供な どをし てくれる ようになりました。

今度、機 会があれ ばお会 いする予 定です。 コミュ ニケーシ ョンは大 切です ね。

▼ ＳＯＳを 発見

当 社の通販 サイトを ご覧 になった お客様か らカタ ログ請求 のご依頼 をお電 話で受け ました。 既に、 ご

利用中の他社さんの通販サイトより「たんぱく調整米 （米粒タイプ）の価格が安いから」とのことでし
た。
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1

この調整 米を５つ 購入す ると送料 が無料 （ 万円 以上の購 入）にな ること を確認さ れ、お電 話を切 り

か けました がなんと なくお 客様の口 調が私の 心に引 っかかり 、もう少 しお話 すること にしまし た。

そこで調 整米以外 の商品 、パンな どと一緒 に購入 していた だけるこ ともお 伝えした ところ、 パンは パ

ン ミックス でいつも 作って いるとの お返事が ありま した。余 計な案内 をして しまった と少し後 悔しな が

ら 、ご迷惑 かなぁと 思いな がら、ど のように してパ ンを作っ ているか を伺い ました。

お客様は ホームベ ーカリ ーでパン を作って いるこ とや、調 整米を炊 いてご はんにし てからホ ームベ ー

カ リーでパ ンを作っ ている こともお 話してく れまし た。ただ し、調整 米のご はんの炊 き上がり がいつ も

柔 らかく出 来上がり 思い通 りのパン が出来な いこと 、調整米 を保管中 、色が 変化して くること など困 っ
て いるとい うお話も されま した。

そこで新 商品の調 整米が 常温保存 でき、炊 き上が りも水分 調整でか ために 炊き上が ることを ご説明し、

サ ンプル品 を同封し て、パ ン作りが 出来るか どうか 試してい ただくこ とにな りました 。

当社のモットーは、お値段は経済的に （治療食を長く続けていただくために、家計の負担を少しでも

軽 くしたい との創業 者の思 いが今も 受け継が れてい ます）提 供する以 外に、 今回のお 客様のよ うに、 Ｓ

Ｏ Ｓをなか なか発す ること が出来ず にいるお 客様の 声を、し っかりと 聴くこ とも忘れ てはなら ないこ と
だ と思いま した。
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６
変化を受け入れ 、
変化 ( 改善 ) を する
創造的な発想推進

７
意欲的 ( マ イ ン ド )
な コ ミ ュ ニケーシ ョ ン
を 率先す る
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【【【【８８８８】】】】環境・・・・会社・・・・自分をキレイに、、、、自慢できる会社をつくる

職場環境の維持改善で用いられるスローガンに５Ｓ （ゴーエス）があります。５Ｓとは、
整理 （いらないものを捨てる）

整頓 （決められた物を決められた場所に置き、いつでも取り出せる状態にしておく）
清掃 （常に掃除をして職場の清潔に保つ）
清潔 （整理・整頓・清掃を維持する）
躾 （決められたルール・手順を正しく守る習慣をつける）

こ の運 動はよく 耳にします が、実践 していな い会社 も中小企 業にはよ く見受 けられま す。大企 業は清

掃 を外部に 委託して いたり します。 中小企業 はそん なお金は 払ってい られな いのが現 状ではな いでし ょ

う か。だと すれば誰 がやる ？です。 皆さんの お陰も あり現在 の会社は 中古物 件で最初 は汚かっ たので す

が、今では訪問された方が 「キレイにしていますね 」
、 「商品も整理されていて会社を見れば行き届い

て いるのが わかりま す 。
」 と 言ってい ただく事 もあ ります。 その都度 嬉しく 思います 。朝は私 がする か

ら …でしょ うか？私 と一緒 に掃除を してくれ ていま す。事務 所内は掃 除機で の掃除、 机・電話 の掃除 、
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廊 下、階段 のほうき 掃除、 倉庫のモ ップ掃除 、トイ レの掃除 、出入り 口の窓 の拭き掃 除、会社 周りの 清

掃 、営業者 は特に早 く出勤 し、これ 以外に自 分の乗 車する車 の掃除で す。本 当によく やってく れてい る
と 感謝しま す。

私 が掃 除を何故 毎朝一番に 来てする のか？そ れはも う習慣で す。先代 から行 なってい ましたの で本当
に 習慣です 。先代は よく言 っていま した。

「食品を売っている会社だ。車の中は毎日掃除する。誰が見ているかわからない 。
」 きっと創 業時は 食

品 を売って いる自覚 はもち ろんの事 、本人の 性格も キレイ好 きではあ りまし たが、商 品を一つ でも売 る

為 のアピー ルの方法 でもあ ったと思 います。 少しで も差別化 、武器に する、 清潔に心 掛けてい る方か ら

買 いたいで すよね。 創業時 の苦労は 私たちに は計り 知れない でしょう 。また こんな事 も言っていました。

「車の外は汚れて当り前、そこはコスト （スタンド洗車）をかけ時間を省略すればいい 。
」 だ から今 で
も ガソリン スタンド の洗車 会員に全 車入って います 。洗車し ています か？
「朝から会社内と外を掃除すれば気持ちよく仕事がスタートできる！」

こ れも口癖 でした。 毎日 していま した。も っとも な習慣を 引継いだ だけで す。

話 を戻 します。 会議の日に は普段や らない所 をキレ イにする 事を目的 に、出 勤者で会 社周りの 雑草取
り もしてい ます。

こ んな 光景を見 ました。私 が出社し てきた時 、一人 先に来て いた社員 がいま した。会 社の鍵は 私と管

理 職２名し か持って ない為 にまだ会 社には入 れない 状態でし た。その 社員は 会議の後 の掃除で 雑草取 り
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の 役を担当 していた のです が、私が 来るまで 花壇の 雑草取り をしてい たので す。会社 を開けい つも通 り

に掃除をしていると同じ雑草取りを担当していた社員が来て二人で話をしていました。 「この間取った

ばかりなのにもう生えてきているわ」 「え？もう生えてきていますか？ほんまですね」雑草取りをする

ま では気に もしてい なかっ た事が今 は気にな る。そ れがすご く嬉しか ったで す。

普 段か らキレイ にする事で 大掃除な るものは 少しだ けの小掃 除になる でしょ う。

キ レイ な会社は 自慢できま す。これ からもキ レイに して、キ レイに使 いまし ょう。

社員

Ｂ・Ｎ

あ と、 忘れては ならないも のは自分 自身の身 だしな み。会社 も人も同 じです 。キレイ になれば 、みん
な がハピネ ス。

▼ 掃除のう れしい出 来事①

先 日、私の 担当エリ アに ある施設 の栄養士 さんが 、退職さ れるとの 連絡を 頂き、挨 拶へ伺い ました 。

後 任の栄養 士さんと も挨拶 を済ませ た所で事 務長さ んから声 を掛けら れまし た「三嶋 さん！私 は車通 勤

し ているの ですが、 三嶋さ んの会社 前を走っ ていま す。毎日 早朝から 配送の 車だけで なく、会 社の窓 や
会 社周辺の 道路迄掃 除をさ れて立派 な地域貢 献です ね～」と お話頂き ました 。

掃 除をして いる当事 者と しては、 特に誰か に評価 して欲し い意識は 無く、 食品を扱 う会社が 清潔に す
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る のは当然 だと思っ ていま した。毎 朝会社の 前は渋 滞してい て車もノ ロノロ 運転なの で、ドラ イバー も

三嶋

賴之

周 囲を見て いる事が 多いの か？その 中に当社 のお客 様が居て 、この様 なコメ ントを頂 けた事は 素直に 嬉

代表取 締役

しく思いました。 （それと同時に何事も影日なた無く行う事が大切だと改めて感じました）

▼ 掃除のう れしい出 来事②

先 日、会社 の周りを 掃除 していた ところ、 お年寄 りの方が 少し離れ た所か らずっと 私を見ていました。

私 は何か道 を尋ねた いのか なと思い 、その方 に近づ いていく と何か私 に向か って話し かけて来ました。

車の音に 混じって 聞き取 れなかっ たので、 さらに 近づき聞 き直して みると 、こうお っしゃっ ていま し
た。
「 いつも掃 除してく れてい るんやね 、ありが とう 。
」
そう微笑 みながら 私に伝 えて、そ の場から ゆっく り歩いて 立ち去り ました 。

私はその 後姿をし ばらく 見ながら 思いまし た。周 囲に気を 使って掃 除をし ているわ けではな かった の
で すが、誰 かがいつ も見て くれてい るのだな と。

町内会全 てをこれ から掃 除しよう とは思わ なかっ たですが 、会社の 前だけ でも気持 ちよく通 って頂 け
れ ばハピネ スです。
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▼ ピカピカ の机

社員

Ｈ・Ｋ

私 が三嶋商 事の入社 面接 を受けた 時、なん て清潔 な職場な んだろう という のが第一 印象でし た。

会 議室の机 はピカピ カに 水拭きさ れ、会議 室に通 じる階段 も塵ひと つない きれいな 床でした 。面接後、

ピ カピカの 机の上に 、私の 手の平の 後が残っ てしま ったこと を恥ずか しく思 いながら 、席を立 ったの を
覚 えていま す。

入 社して驚 いたのが 、毎 朝就業前 に社員が 出勤し て、すぐ に各自の 持ち場 を清掃し ます。私 は、当 社

社員

Ｙ・Ｔ

に お越しい ただいた メーカ ーさんに 少しでも 気持ち よく過ご していた だける ように面 接の時に 手の平 の
後 をつけて しまった 会議室 の机を拭 いていま す。

▼ 掃除のう れしい出 来事③
Ａ さん「兄 ちゃん、 車キレ イな！！ 新車か？ 」
私 「そうで すね。新 車で購 入して１ 年ぐらい ですか ね 。
」
こんな会 話を、休 憩中の 施設調理 師さんと 交わし ました。

弊社以外 にも多く の業者 と取引を する施設 さんで すが、中 には食品 を運ぶ トラック で、車内 が汚れ て
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い たり、荷 台が汚い 業者も あるそう です。そ のよう な光景を 見ると、 少し気 分が落ち るとおっ しゃっ て
い ました。

毎朝、掃 除をして いると 伝えると 、「そり ゃ、キ レイやな ！！毎朝 はすご いな！」

と驚かれ ていまし た。全 社員が毎 朝、会社 の社内 、車の掃 除をして から業 務に入る と伝える と、
「 へー！！ いい会社 やな！ ！」と、 またまた 驚かれ ていまし た。

社員

Ｍ・Ｎ

「 営業車」 を見てい る人は 見ている んだなぁ と、感 じたと共 に、少し うれし い気持ち になりま した。

▼ 癒される 花壇
会 社の前の 花壇に、 いい 香りのす るお花が いっぱ いある時 期があり ました 。

前 を通ると 「癒され るな ぁ・・」 と思って いたの ですが、 通勤時に 会社の 前を通る 人たちが 、少し 花

壇 のほうを 見て微笑 んでい るのを見 ました。 通りが かった人 に喜んで もらえ る空間が ある会社 である 事
が すごく嬉 しかった です。
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▼ 閉めるの が習慣
「 うちの会 社は、ト イレの 蓋を閉め るのが習 慣なの よ」

社員

Ｔ・Ｋ

入 社したて の頃そう 教え てもらっ た時、こ の会社 はなんて すばらし いのだ ろうと思 ったもの です。

丁 度、新聞 の人気新 刊の 欄で『ト イレの蓋 を閉め る会社は なぜ儲か るのか 』とかい うベスト セラー の
タ イトルを 見ていた からで した。
果 たしてど れだけい るので しょう。

そ んなタイ トルの本 がベ ストセラ ーになる 時期も ありまし た。です が、① その本を 読み、② 会社や 家
で それを実 践する人 が

実 践し続け ることが 難し い、にも 関わらず 、その 本がベス トセラー になる 以前から 、我が社 はトイ レ
の 蓋を閉め ることを 全員に 慣習づけ ていたの です！

その後、 社長から 「女子 トイレも 私が掃除 してい ます」と いう科白 を聞い て気絶し そうになりました。
翌週トイ レの前に 立ちふ さがって 「今日か ら私が 掃除しま すから！ ！！」
かくして 、その名 誉な役 目をわた しが担う ことに なりまし た。
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▼ 窓ガラス が美しい

社員

Ｍ・Ｈ

会 社入り口 の窓ガラ スは 毎日ピカ ピカです 。そこ に窓ガラ スがある ことを 忘れるぐ らいの美 しさな の

で、思わず顔面強打しそうになります （実際に何人か強打しているようです （笑）

求 職活動中 に様々な 会社 を訪問し ましたが 、三嶋 商事だけ が唯一、 入り口 から綺麗 でとても 清々し い
印 象を受け ました。

他 の訪問し た会社は 、一 等地にあ るデザイ ナーズ オフィス でおしゃ れだけ ど、入り 口が汚く 嫌な印 象

を受け、また他の所は事務所内に犬が放し飼いされている （論外！）等々‥汚い所が多かったです。

そ の中で唯 一「ああ 、キレ イで気持 ちがいい な」と 思ったの が、三嶋 商事だ けでした 。

入 り口の窓 ガラスま でピ カピカで 綺麗にし ている ところは 意外に少 なく「 すごいな ～」と感 心しま し
た。

来 社される お客様が 初め て目にす る場所を 綺麗に すること は、それ だけで 会社の印 象が変わ ってし ま

う、当たり前の事ですが、その当たり前の事を毎日行っていることに再び感心しました （毎日なんてで
き そうで出 来ない！ ）
こ れからも 顔面強打 しな いように 気をつけ ます。
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▼ 車もキレ イです

社員

Ｋ・Ｇ

昔 の話にな りますが 、私 が前任者 から担当 を引き 継いだ際 に、ある 営業の 方から言 われたこ とをふ と

思 いだしま した。納 品先で 会った際 にその方 が言っ たことは 、「営業 車買い かえまし た？」で した。 私

は 「えっ？ 買いかえ ていま せんよ、 前任者と 同じ営 業車です よ」と言 いまし た。水ア カによる 汚れが あ

っ たのでそ れを朝の 掃除の 際に落と したので 、以前 よりきれ いにみえ たため 、そう言 われたの だろう と
思 いました 。

以 前の会社 では営業 車は 毎日掃除 すること はあり ませんで したが、 三嶋商 事に勤め てから毎 日営業 車

を 掃除する ようにな り、納 品の際に 、他の業 者の方 の車もな んとなく 見るよ うになり ました。 汚い営 業

車 で走って いる車を 見ると 、汚いな ぁと思い ますし 、逆の立 場になっ て考え てみます と、汚い 状態で 外

社員

Ｙ・Ｋ

回 りはだめ だなと感 じまし た。三嶋 商事では 私だけ でなく、 他の営業 マンも 営業車を 毎日掃除 してい ま
す。

▼ 掃除で今 日も一日 頑張ろ う
三 嶋商事は 綺麗な会 社だな と本当に 思います 。
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私 が勤めて いた会社 では トイレや ごみ捨て には清 掃員の方 が入って いた為 、自分た ちが掃除 するこ と
は 週１回の フロアの 掃除機 のみでし た。

社員

Ｙ・Ｔ

今 考えると 汚い！あ りえ ない！！ と思うの ですが 、当時は それが普 通で違 和感なく 過ごしていました。

朝 出社して 皆がまず １番に 掃除を始 める。今 日も一 日頑張ろ うという 気持ち になりま す。

こ れからも 綺麗な三 嶋商 事でいら れる様、 私も掃 除を頑張 っていき たいと 思います 。

▼ 掃除のう れしい出 来事④

い つも会社 の前の道 を車 で通って 、勤務先 に向か う栄養士 さんと交 わした 内容です 。

そ の栄養士 さんは８ 月の 最終週は 平日すべ て出勤 だったそ うで、三 嶋商事 がこの道 路沿いに あるこ と
も ご存知で した。

こ の間訪問 したとき に「 三嶋さん 毎日掃除 してん の？」と 聞かれ、 「毎日 していま す」と答えました。

「 毎日する 意味ある の？」 と聞かれ 「食品を 運んで いる車な ので」と 答えま した。す ると栄養 士さん が

「 コアバリ ュー実践 してる んやー」 とおっし ゃった ので、「 えっ！？ 」と思 ったら以 前私が「 コアバ リ

ュ ー」につ いて栄養 士さん に話をし た事を覚 えてい て、ホー ムページ を見て くれてい たそうで す。少 し

驚 きました がうれし かった です。「 こういう 会社い いな」と 言ってい ただき ました。

- 101 -

▼ 掃除の目 撃

社員

Ｂ・Ｎ

私 の担当エ リアで、 午後 から訪問 する事が 多い施 設さんが あるので すが、 その日は 珍しく早 朝に伺 っ
た 時の事で した。

施 設入口に 行くと事 務長 さんを筆 頭に全員 で掃除 をされて いて、私 の方か ら事務長 さんへ「 毎日皆 さ
ん で掃除さ れている んです か？」と 尋ねると

「 うちは時 々しか出 来てま せんねん 、本当は 三嶋さ んみたい に毎日や ったら 大掃除も 楽になる んです け

どね～」と、笑顔で話してくれました。 （事務長さんは毎日通勤で当社の前を通っているとの事で、毎
朝 の掃除を 目撃され ていた 様です）

これで私 のエリア では同 様の話を ２回頂き ました ！今後も 掃除を継 続しま す。
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８
環境 ・ 会社 ・ 自分 を
キ レ イ に 自慢で き る
会社 を つ く る

９
感謝の気持 ち を
忘れず
謙虚で あれ

10
全ての取引先
を 大切にす る
取引先あ っ ての会社
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【【【【９９９９】】】】感謝のののの気持ちを忘忘忘忘れず謙虚でででであれ

感 謝の 気持ちと は人それぞ れではあ りますが 、ここ では私の している 行動を 皆さんに 伝えてみ ます。
私 は会社に 来ればま ず神棚 にお供え をします 。手順 は以下の 通りです 。
１． 米を研ぐ
２． 塩を盛る
３． 水を入れる
４． これらを神様に一礼して神棚に供える

そして、手を合わせながら心の中で話します。前日 （月曜日の場合は先週末と先週の１週間）営業社

員が怪我なく帰って来た事と商売繁盛させて頂いた事に対して 「ありがとうございました」とお礼。そ

し て、今日 も全社員 の無事 を祈りま す。この 時、全 社員の名 前を心の 中で読 み上げま す。そう すると 一

人一人の顔が浮かんできます。その時ふと感じる事が・・・ 「あれ？最近顔が曇りがちやな？何かあっ

た んかな？ 」などで す。そ のような 時は本人 が会社 に来てか らの顔を 見ます 。何もな さそうな らいい の

で すが、そ れでも気 になる 時は改め て声を掛 ける事 がありま す。全員 の顔を 思い浮か べた後は 、家族 の

顔も思い浮かべます （ペットのショコラも ）
。 そし て全員の 無事をお 願いし た後は、 今日の商 売繁盛 を

お 願いしま す。２回 拍手を して、一 礼してか らお供 え物をお 下げしま す。そ して水は コップに 移して 頂
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き ます。

もう一つする事は、部屋に戻り先代の写真に手を合わせます。 「いつも見守って頂き、ありがとうご
ざ います。 今日も一 日頑張 ります。 また見守 ってく ださい 。
」

決 して 信仰・宗 教があるわ けではご ざいませ ん。た だ、感謝 をしたい だけで す。本来 なら皆さ んにも

毎 日感謝を 伝えなけ ればな らないの ですが、 毎日は 照れくさ くて…、 会社の 年度が終 わった時 に感謝 の
気 持ちを伝 えさせて くださ い。

以 上が 毎日して いる感謝で す。これ 以外にも 感謝は たくさん あります 。お客 様から頂 いたお金 で贅沢

さ せて頂く 時などは 特に思 います。 食事をす る、服 を買う、 趣味に使 う、そ の時は感 謝ですよ ね。こ れ

ら をまたバ ネにして より良 いサービ スを提供 できる ように、 そして自 身も努 力し勉強 して更に 喜んで 頂

社員

Ｂ・Ｎ

け るように する。こ れは皆 さんもそ うだと思 ってい ます。感 謝の気持 ちを忘 れずにそ して謙虚 に。み ん
な が出来れ ば、ハピ ネスで す。

▼ 暑い夏の 日にあっ た嬉し い出来事

私 の担当エ リアであ る大 阪市内の 病院より 、急な 注文依頼 を受けて 納品へ 伺った際 に、良く 冷えた カ

フ ェオレと 栄養士さ んから のメモを 渡されま した。 そこには 「今日は 急ぎで 対応頂き ありがと うござ い
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ま した！」 とのメッ セージ が書かれ ていまし た。私 は今回の ような依 頼は良 くある事 だったの で、逆 に

社員

Ｓ・Ｍ

驚 きと感動 を覚えま した。 後日ご本 人に会っ てお礼 を言った 際にも素 敵な笑 顔で対応 頂き、改 めて感 謝
の 気持ちを 忘れては ならな いと感じ ました。

▼ 報告とお 礼

先日、長男 （７歳）がインフルエンザにかかりました。そして、次男 （５歳）そして、三男 （３歳）

そ して、妻 へ感染が 広がり ました。 幸い私は 会社よ り予防接 種を受け させて もらって いたので 、問題 は
あ りません でした。

今 回の子供 が感染し たイ ンフルエ ンザの症 状には 正直驚き ました。 ３９度 を超える 高熱が３ 日以上 続

き ました。 病院で診 察を受 け処方さ れた薬は タミフ ルではな くリレン ザとい う吸入薬 で、最近 はよく 処

方 されてい るようで す。こ の薬が原 因か？単 に高熱 が続いた のが原因 なのか はわかり ませんが 突然、 精

神不安定になったり、異常な行動 （ほんまに、勝手に外に出で行って飛び降りるんじゃないかと思っ
た ）幻覚症 状など目 が放せ ない状態 でした。

そ んな中、 普段どお り仕 事し１課 のミーテ ィング をしてい たのです が、突 然、家か ら電話が ！！

最 初は無視 していた ので すがやた らとなり 続ける ので、み んなに失 礼して 電話をと りました 。

- 106 -

い きなり「 どうした らえ えか、わ からん～ 」妻が 泣き叫ん でいまし た。１ 課のミー ティング 中だっ た

の で私もす ぐに帰る か迷い ました。 でも、緊 急だっ たので１ 課のみん なに訳 を説明し て帰宅さ せても ら

うことにしました。みんな、ものすごく心配してくれてありがたく心強かったです。 （電話直後の心境
は かなり焦 っていま したか ら）
翌 日、出勤 するとみ んな 「大丈夫 でしたか ？」と 聞いてく れました 。

代表取 締役

三嶋

賴之

皆 様、その 節はあり がと うござい ました。 無事に 全員回復 しました ので報 告とお礼 を兼ねて 執筆さ せ
て いただき ました。

▼ ２年連続 受賞に感 謝

み んながハ ピネス 」

２ ０１２年 ネットシ ョッ プ大賞『 健康・医 療部門 １位』を ２年連続 いただ けました ！

こ の賞に選 ばれると いう ことは、 弊社理念 「地域 医療に貢 献できる 企業に なる
を 少しでも 実現でき ている のではと 感じます 。

こ のような 賞を頂け たの も、ご利 用いただ いてい ますお客 さん、い いショ ップをつ くろうと するス タ
ッ フの力で あると心 より感 謝してお ります。

今 回は私だ けの出席 でし たが、次 回もこの ような 賞を頂く ことがで きれば 、スタッ フと一緒 に労を ね
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社員

Ｓ・Ｍ

ぎ らいたい と思いま す。『 健康・医 療部門１ 位』が 定位置で あるよう に今後 もより良 いサイトをつくり、
み んなで理 念の実現 に取組 んで参り ます！！

▼ 先生の言 葉に感謝
先 日、Ｋ・ Ｔ病院で 開催 されてい るＫセミ ナーに 参加した ときのお 話です 。

Ｋ セミナー はＫ・Ｔ 病院 のＫ先生 を中心に 泉州地 区の栄養 士を集め 、若手 の育成と 地域連携 ・コミ ュ
ニ ケーショ ンの場と して定 期的に開 催されて います 。

私 がＫセミ ナー参加 して まだ２回 目。自分 なりに 業者の人 間という のはあ まり出し たくない し、商 売
の ために参 加してい るわけ でもない のです。

で も、ある 栄養士さ んか ら「三嶋 さん！こ こに来 るのも仕 事ですか ？大変 ですね？ 」って言 われま し

た 。まあ、 そう見え てもし ょうがな いかと内 心思い ましたが 「僕自身 が興味 あったの で参加さ せても ら
い ました」 と返答し ました 。でも微 妙な反応 ！
そ うこう話 している とき に、私の 目の前の 椅子に Ｋ先生が 座り、

「 業者とか 関係ない ねん！ みんなで 勉強して 情報交 換して成 長せなあ かんね ん！あん たメール で会員 登
録 して次も 来てや！ 」と言 われちゃ いました 。
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も のすごく うれしい 言葉 で感謝・ 感謝でし た。日 頃から面 識のある 先生で はなかっ たのです が、そ ん
な ことを言 ってもら って感 動してし まいまし た。

社員

Ｔ・Ｋ

私 自身もＫ セミナー に来 ている人 たちから 認めら れるくら いにがん ばらな いといけ ないと強 く思い ま
し た。そし て、家に 帰って すぐにセ ミナーの 会員登 録をしま した。

▼ チャング ムの誓い
「 食べるこ とを通じ て、人 を健康と 幸せに導 く事業 で、いき いきと働 く 。
」

当時の医者には「食医」「疾医 （内科医 ）
」

わたしが人生で目指したい仕事をあらわした言葉 （アファメーション）です。数年前にヒットした韓
国 ドラマ「 チャング ムの誓 い 」
。 舞 台となっ た朝鮮 王朝

「瘍医 （外科医 ）
」 「獣医 」の分野 があり、 主人公 のチャン グムは、 その中 でもっと も地位が 高いと さ
れ た「食医 」です。

食 事によっ て、貧し い庶 民の病気 から、宮 廷の王 様の病ま で治療す る知識 と技術は 、現代の 日本の 薬

膳 にもその 知識は受 け継が れており 、当時前 職で食 事と健康 について 学んで いた私に とっては 非常に あ
こ がれるも のでした 。

失 敗した自 営時代の 企画 書に、「 現代のチ ャング ムになり たい」と 書いた こともあ ります。
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本 当に疲 れ果てて いた時期 でした 。

わ たしが入 社したの は、 自営の活 動を断念 し、現 金財産も 枯渇し、 多くの 会社への アプロー チをお 断
り された挙 句の

「 介護食」 という、 なんと なく将来 性が明る そうな 商材を扱 う会社と いうこ とで、と にかく少 しでも お
金 が必要だ ったわた しは「 大妥協」 して応募 し、採 用になり ました。

そ れが、あ る日突然 「わ たしたち の扱う商 品と密 接な関わ りのある 栄養学 というの は、『現 代の食

医 』なので はないか 。
」 そ う気づい た瞬間、 すべて の偶然が 重なった 巡り合 いに猛烈 な感謝が 芽生え た
の です。

は からずも 自分がも っと も望んだ 職種に就 けたこ とで、わ たしが次 に目指 したいの は、多く の方に 、
ビ ースタイ ルでのお 買い物 をもっと 楽しんで いただ けるよう にするこ とです 。

治 療食とは いえ、と もす れば長い 闘病生活 の中で 、キャン ペーンや プレゼ ントを楽 しんでい ただけ る

社員

Ｋ・Ｔ

よ う企画を したり、 「今回 はどれを 注文して 食べよ うかな」 と、ワク ワクし ながら選 んでいた だける よ
う なお店づ くりのた めに、 日々努力 していま す。

▼ 季節の挨 拶文

ビ ースタイ ルでは、 お客 様のお名 前を一筆 手書き で添えて お手紙を 同封し ています 。
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社員

Ｍ・Ｎ

今 時のイン ターネッ トシ ョップで は珍しい ことだ と思いま すが、「 季節ご とに柄を 変えたお 手紙を 楽

し みにして います」 とお客 様からお っしゃっ ていた だけると 、とても うれし く思いま す。
「 ○○様、 いつもご 注文あ りがとう ございま す 。
」
「 △△様、 またご利 用くだ さいね 。
」
「 ※※様、 介護でお 疲れか と思いま すが、お 大事に なさって ください 。
」
そう心で つぶやき ながら お名前を 書いてい ます。

▼ ネットで も人間ら しさ

朝 にビース タイルの メー ルチェッ クをする と、た まにお客 様から「 無事に 商品が届 きました 。あり が
と うござい ます」と いうお 礼が届い ているこ とがあ ります。
「 こちらこ そありが とうご ざいます 」と思い ながら 返信をし ています 。

私 自身、イ ンターネ ット でよく買 い物をし ますが 、そのシ ョップに メール をするこ とは皆無 です。

ネ ットショ ップでは 顔が 見えない お客様と スタッ フのやり 取りです が、メ ールやレ ビュー、 電話な ど

少 しでもお 客様とか かわれ る時には 、少しで も「人 間らしさ 」が感じ られる ようなや り取りを 心がけ て
い ます。
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▼ 気遣いに 感謝

社員

Ｋ・Ｇ

今 年は連日 の猛暑と いう こともあ り、どの 病院・ 施設さん に言って もよく 聞くのが 「暑い」 という 言

葉 です。私 の担当エ リアで 毎週１回 納品をす る施設 さんがあ ります。 そこで は栄養士 さんに検 品をし て

い ただいて いるので すが、 検品の後 に、調理 士の方 に気さく に声をか けてい ただいて います。 そこで は

下 の名前で Ｇ君と呼 ばれる ほどです 。納品の 後に私 の汗だく な姿を見 て、調 理の方が 「なんか 飲んで く

か ？」と声 をかけて いただ いたので すが、最 初はお 断りして いました 。毎週 お断りす るのも申 し訳な い

と 思い、今 ではお言 葉に甘 えて冷た い飲み物 をいた だいてい ます。飲 み物を いただけ るという ことは あ

社員

Ｙ・Ｋ

り がたいこ とですが 、毎週 注文をい ただいて いるか らこそ、 こういっ たご厚 意に甘え させてい ただい て
い るのだと 感じ、感 謝の気 持ちでい っぱいで す。

▼ 驕らず真 摯に
『 お客さま に学ばせ ていた だいてお ります 。
』

こ の言葉は 私が入社 した 当初に先 輩社員の 方から 聞いた言 葉です。 例えば 私はお叱 りを受け た場合 、

な ぜこうな ってしま ったの だろうか 。と思い 真っ先 に後悔を してしま います 。でもこ の言葉を 聞いて 本
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当 にそうだ な～と思 いまし た。

ま ず後悔を するので はな く、なぜ お客様が 怒って いらっし ゃるのか を考え る。そし てどうす れば少 し
で もビース タイルで 買って よかった と思って いただ けるかを 考える。

お 客様のお 叱りから 気づ きがあり 、考える 場を持 て、次へ と繋げて いくこ とが出来 ます。そ れは三 嶋
商 事の可能 性が広が る大き なチャン スです。

お 客様にと って必要 不可 欠な商品 を取り扱 ってい るので、 ご注文を いただ くことが できてい ます。

取引先 あって の会社

で もそれを 当たり前 と驕 らず、い つも真摯 に感謝 の気持ち を忘れず お客様 と接して 行きたい です。

【【【【１０】】】】全全全全ての取引先をををを大切にする

こ こで 言う取引 先は特にメ ーカーさ んの事を 言って います。 メーカー さんが あっての 当社。

「大切に」と一言で言ってもどのように大切にしたらよいかわからないですよね。では、 「最低でも当
社 に好意を 抱いてい るメー カーさん は大切に 」

好 意を どのメー カーさんが 抱いてい るかわか らない ？それな ら、会社 に訪問 する全て のメーカ ーさん
を 大切にし ましょう ！

願 うの は三嶋商 事のファン づくりで す。メー カーさ んだけで はなく、 お客様 にもファ ンになっ ていた
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だ けるよう にする。 １０の コアバリ ューを実 践すれ ば、必ず ファンに なって くれると 信じてい ます。 そ

うすればビジョンである 「三嶋商事から商品をををを購入したいと言言言言って頂頂頂頂ける会社」をつくる事ができます。

１ ００ 年カレン ダーを見て ください 。あそこ には皆 さんの入 社日もあ れば退 職日もあ ります。 そして

社員

Ｈ・Ｋ

命 日までも あるはず です。 人生あれ くらい短 いので す。せっ かくみん なが集 まった会 社です。 みんな で

社 会に貢献 すること をやら かしまし ょう！そ うすれ ば、みん ながハピ ネスで す。

▼ メーカー さんの対 応に感 謝

先 日、施設 様から水 分補 給ゼリー と半固形 栄養剤 のサンプ ルのご依 頼があ りました 。

そ の後、補 給ルート の確 認とチュ ーブ径な ど、栄 養士さん に確認し て、サ ンプルを いくつか ご用意 さ
せ ていただ きました 。

後 日、サン プルのお 礼と 同時に提 案した商 品のご 注文があ りました 。早速 メーカー の営業さ んにお 礼

を 申し上げ ましたが 、逆に お礼の言 葉を頂き ました 。メーカ ーさんに は、い つも急な サンプル のご依 頼
や 商品に対 しての質 問にも 対応して いただき 感謝し ておりま す。

ま た、まめ 知識など も教 えていた だくこと もあり 、様々な 場面で役 に立つ ことも多 いです。

1

つの 商

品 を必要と される方 に必要 とするタ イミング にお届 けするた めに、取 引先の 皆様と一 緒にお役 に立て る
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よ うに頑張 っていき たいと 思います 。

▼ 同行営業 での出来 事

代表取 締役

三嶋

賴之

メ ーカーさ んの営業 マン と当社の 営業マン が一緒 に、施設 へ商品を 案内す る「同行 営業」と 呼ばれ る

ものがあります。当社の営業マンは現在、既存の得意先様 （病院や福祉施設）に商品の配達と営業を行
う 「ルート セールス 」を主 体に活動 をしてい ます。

メ ーカーさ んが我々 と「 同行営業 」をする メリッ トは、大 きく分け て２つ あります 。

一 つは効率 が良い点 。も う一つは 、当社の 営業マ ンとコミ ュニケー ション がとれる 事です。
メ リット
・ 営業がス ムーズ

（１）当社が定期的に訪問する得意先様なので、飛び込み営業よりも話を聞いてくれる。

（２）たくさんの施設を一度に訪問することができる。 （行先を探さなくて良い）
・ 営業マン とのコミ ュニケ ーション

（１）商品の案内 （セールストーク）を当社の営業マンに現場で教えることができる。
（２）メーカーの担当者と接することにより、情報交換がより親密に行える。
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等々です 。

あ る日、こ の「同行 営業 」を終え て当社に 戻って きたメー カーさん の営業 マンが、 私に話が あると 言
っ てきまし た。内容 は、昼 食の件で す。

「 同行営業 」では、 業界の 慣習でメ ーカーさ んが食 事代を出 すという 暗黙の 了解があ ります。 しかし 、
当 社は必ず 当社の営 業マン が食事代 を出すと いうル ールを設 けており ます。

メ ーカーさ んが今回 私に 伝えてき たことは 、当社 の営業マ ンが食事 代を出 すと言っ たのです が、そ れ
を 振り切り 「私が支 払いま した」と 言う事で した。

メ ーカーさ んは、我 々は 「同行」 をして頂 いてい るので、 出すのが 当然な のでそれ を言ったのですが、

当 社の営業 マンが中 々それ に応えて くれなか ったの で、強引 に支払っ てしま いました 。「彼を 責めな い

で 下さい」 といった 内容で す。今回 同行をし たのは 、当社の 新入社員 。メー カーさん は超ベテ ランの 方

で した。強 引に押し 切られ るのは無 理もなく 、「そ うですか 」と私は 答え、 私たちの 想いをそ の営業 マ
ン に伝えま した。

「 私たちは メーカー あって の問屋で す。メー カーさ んに営業 のお手伝 いをし て頂いて います。 これは 、

当 社の文化 なんです 。先代 が作った ルールで す。出 張費等の たくさん の経費 を使って 、わざわ ざ来て 下

さ る、お昼 ぐらいは 当社で 出しなさ い。これ が原点 なんです 。次回か らは申 し訳ござ いません が、ご 理

解 お願いし ます 。
」 と話し たところ 、メーカ ーさん は「その ような深 い思い があるこ とを初め て知り ま

し た。御社 の姿勢十 分理解 しました 。今後と もよろ しくお願 いいたし ます 。
」 と言っ て頂けま した。
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社員

Ｓ・Ｍ

こ の思いを 私も全員 には 十分に伝 えきれて いなか ったので 、改めて ここで 書き記さ せていた だきま し
た。
「 メーカー あっての 問屋」 を理解し 、大切に してい きましょ うね！
それがで きれば、 みんな がハピネ スです。

▼ 担当者の 送別会

長 年にわた り弊社を 担当 していた だいたメ ーカー 様が担当 替えとな り、挨 拶に来て くれるこ とにな り

ま した。担 当替の挨 拶に来 てくれる 日はちょ うど月 末の棚卸 の日で業 務上忙 しいので すが、社 長より

「 長年お世 話になっ たメー カーさん なのに挨 拶だけ ではダメ だ。課長 だけで も業務の 都合をつ けて送 別
会 をしてあ げてほし い」と 話があり ました。

実 は、私も 様子を伺 いつ つ送別会 をしたい と思っ ていたの で「わか りまし た！」即 答でした 。本来 は

営 業みんな で送って あげた いところ でしたが 業務の 都合上、 私が代表 で行か せていた だきまし た。そ し

て 、Ｂ社Ｓ さんと担 当して もらった 約４年半 を振り 返りなが ら話をさ せても らいまし た。とて も喜ん で
く れていま した。

引 継ぎで同 席してい たＭ さんはこ こまで深 く関係 を築いて いるＳさ んのよ うにでき るか少し プレッ シ
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ャ ーを感じ ているよ うでし たが、引 継ぎの挨 拶の方 もうまく 行うこと ができ ました。

Ｂ 社Ｓさん は長年担 当し てくれて いたとい うこと もありま すが、気 持のこ もった営 業スタイ ルの人 で

社員

Ｈ・Ｋ

し た。そん な人達に は、こ ちらも感 謝の気持 ちをも って、大 切にお付 き合い しなけれ ばと改め て感じ ま
し た。

▼ メーカー さんへあ りがと う

私 はメーカ ーさんに よく 電話をし ます。サ ンプル 依頼であ ったり、 商品の 質問であ ったり、 時には 追

加 注文であ ったり。 しかも 全て、時 間の猶予 はあま りないお 願い事ば かりで す。いつ も申し訳 なく思 っ
て います。

お 電話口で 応対して 下さ るほとん ど全ての 方は快 く対応し て下さい ます。 メーカー さんのサ ポート の

お かげで、 病院、施 設、在 宅のお客 様から継 続して お取引き して頂い ていま す。

時 には、お 客様から 「あり がとう」 という言 葉を頂 いており ますが、 メーカ ーさんへ そのこと を伝え て
い ないのが 現状です 。

こ れからは 、お世話 にな るメーカ ーの方に 「あり がとうご ざいます 」とお 礼をしっ かり伝え たいと 思
い ます。
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▼ ｗｉｎｗ ｉｎ

社員

Ｍ・Ｎ

最 近、２課 で実施し たい キャンペ ーンなど のサン プル依頼 や価格交 渉を、 ２課から 直接メー カーさ ん
へ 連絡する ようにな ってか ら、メー カーさん とのや り取りが 増えてき ました 。

キ ャンペー ンをする こと でメーカ ーさんに もメリ ットがあ るように 、キャ ンペーン 結果の集 計や、 な

ぜ この商品 をキャン ペーン にしたい か、分析 データ の提供等 をさせて いただ いていま す。

メ ーカーさ んから「 新商 品が少し でも売れ てよか った」「 売上が上 がって よかった 」とのお 声をい た
だ くと嬉し くなりま す。

社員

Ｍ・Ｈ

メ ーカーさ んと私た ち、 お互いが ｗｉｎｗ ｉｎの 関係をず っと継続 してい けたらい いなと思いました。

▼ 些細な親 切でも

前職では 、一時期 、海外 へ商品仕 入れの仕 事をし ていたこ ともあり 、渡航 する機会 が多々ありました。

あるヨー ロッパの 空港で チケット が取れな いと悩 んでいた ら、空港 の係り の人がチ ケットを 融通し て
い ただき、 無事、飛 行機に 乗ること ができま した。

係 りの方に お礼を言 ってな ぜ融通し てくれた のか理 由を聞く と「あな たたち は日本人 だから」 という 理
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由 でした。

「 日本人だ から」と いう理 由だけで 、親切に してい ただけた 事に驚い たと同 時に、日 本人であ る事を と
て も誇りに 思いまし た。

こ こまでの 絶大な信 頼を 得ること ができた のは、 先祖代々 日本人が 真面目 に親身に なって人 に接し 続

け た賜物で す。日本 人にと っては当 たり前の 親切を している だけです が、些 細な親切 でも積み 重ねれ ば
「 日本人だ から」と いう絶 大な信頼 へ変わる のだな と思いま した。

1

件

社員

Ｋ・Ｇ

日々の業 務でも、 取引先 に対して 当たり前 な些細 な親切で も積み重 ねれば 、「三嶋 商事さん だから 」

と いう絶大 な信頼に 繋がり 、そして その信頼 は会社 の「誇り 」となる と思い ました。

▼ 最低でも 新規で

メ ーカーさ んがあっ ての 当社とい うことも あり、 去年の１ ０月から 、私の 中で目標 を立てて 実際に 行

っ ているこ とがあり ます。 それは、 同行営業 をした メーカー さんの商 品を、 最低でも 新規で

1

件獲得 す

る というこ とです。 しかし ながら、 同行営業 をした からとい ってすぐ に注文 をいただ けるとい うこと は
ほ とんどあ りません 。正直 手応えが ない日も ありま す。

そ んな中で も、同行 営業 を行った 際に得ら れる情 報を元に 、後日フ ォロー を行った り、余っ たサン プ
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ル を頂戴し 、その日 訪問す ることが できなか った病 院・施設 さんに案 内した りするこ とによっ て、今 現

在 、なんと か最低目 標は超 えること ができて います 。別件で メーカー 担当者 の方に連 絡をした 際に、 新

た にメーカ ーさんの 商品を 使って頂 いている という ことを伝 えると、 喜んで いただい ています 。

社員

Ｔ・Ｈ

当 社のビジ ョンに対 して は小さな 活動だと は思い ますが、 できる限 りがん ばってい きたいと思います。

▼ ご無理に 感謝
今 回、全て のメーカ ー担 当者さん とお電話 でお話 する機会 がありま した。
は じめてこ んなにた くさ んのメー カーさん とお話 をしまし た。

新 しい事を はじめる にあ たり、メ ーカーさ んにと っても三 嶋商事に とって もどちら にとって も、作 業
し やすいも のを作ら なけれ ばいけな いからで す。

メ ーカーさ んの希望 を取 り入れる とやはり 大変な 作業にな るのはわ かって いる、し かし完成 したと き

共 に今後の 作業効率 につな がる、そ う願いや り遂げ るのみ。 各メーカ ーさん にはご無 理言いま した。 本
当 に感謝で す。よい ものを 作り上げ てがんば るのみ です
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▼▼▼▼他社と違う雰囲気

様 々なメー カーさん とお話 をする機 会がある のです が、時々 言われる 言葉が あります 。

社員

Ｙ・Ｔ

「 三嶋さん はイイね 」です 。何故で すか？と 聞くと 「皆さん 、しっか りして いる」「 会社に訪 問して も

元 気で応対 して頂け るし、 他の卸さ んとは違 う雰囲 気を感じ る」と言 われま す。

私 自身、同 業他社に 訪問し たことが ないので 、あま りピンと 来なかっ たので すが、最 後の「雰 囲気」 と

い うことは よく言わ れます 。社内に いたら分 からな いのです が、メー カーさ んには、 見えてい るんだ な
と 感じまし た。

エピソードⅣⅣⅣⅣへへへへ続続続続くくくく
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