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お掃除アイデア「やってみた。」

店舗自慢（マルハン北加賀屋店、マルハン仙台新港店）

『7つの習慣』を知る
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アミーチ ラテン語で「仲間」という意味です
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　今年の5月、人工知能（以下AI）がプロ棋士と対局し、AIの勝利が話題になりました。

対局した佐藤天彦名人は「初手だけでも20種類以上の選択肢があり、作戦の的が絞れなかったという感想を

述べていました。一昔前は、人間との対局で勝つ事は考えられなかったAIですが、目覚ましい技術の進歩がAIを

今現在も進化させていることを実感した出来事でした。

また、2016年にはAIが書いた小説が文学賞の一次選考を通過したことも記憶に新しいところです。現在のAI

では、あらかじめストーリーを決めるなど人間の手助けが必要な部分が多く研究段階ではあるものの、小説を

書くAIの研究プロジェクトでは今後、ストーリーを自動で作り出すAIも研究していて、２年後をめどにAIが一から

小説を書き上げることを目指すということです。

　では、日々進化を続けるAIは、どのくらい「人間の仕事」を代替えすることができるようになるのでしょうか。

2015年に日本のシンクタンク 野村総合研究所と英国オックスフォード大学の研究チームが、国内601種類の

職業について、それぞれAIやロボット等で代替される確率を試算しました。この結果、10～20年後に日本の

労働人口の約49％が就いている職業において、AIまたはロボットで代替可能と分析した研究結果が発表され

ました。この研究結果において、専門職や人と意思疎通が必要な仕事はAI等での代替は難しい傾向が確認された

そうです。

　もちろん人間のする仕事がなくなるわけではありません。現実には「減る」「少なくなる」ということになる

でしょう。これまで自分がしてきた仕事が「将来なくなります」と言われることはとても不安ですし、その仕事に

人生を賭けるほど取組んできた人は絶望的な気持ちになるかもしれません。しかし「減る」ということなら、

付加価値の高い仕事を提供できるよう努力しようと考えることができるでしょう。

AIの進歩を一概に不安がらずに、自分自身の能力をさらに磨き、人にしかできない発想や付加価値を生み出す

ことを強みとして伸ばしていきましょう。

　AIに代替が難しく人間が得意な分野という点では「Creativity

（創造性）」「Management（経営・管理）」「Hospitality（おもてなし）」の

3つがキーワードになってきます。そのなかで、MMIの現場で特に

大切にしたいことは「Hospitality（おもてなし）」だと考えています。

現在MMIの現場の多くは清掃を主な業務としているので、「おもてなし」は

関係ないと考える人もいるのではないでしょうか。

エムエムインターナショナル

人工知能（AI）時代に、
人にしかできないこと

株式会社エムエムインターナショナル

代表取締役社長

橋本 修一
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しかし、直接的にお客様に関わることは少ないですが、清掃は

「見えない接客」でもあるのです。店舗や客室を清掃をするという

ことは、そこを利用するお客様が快適に過ごしていただくために

行っているもので、姿の見えないお客様へのおもてなしでもある

のです。一方で近年は清掃ロボットの進化も目覚ましく、清掃の

分野にもAI等による代替が進んでいます。ビル内の床清掃をする

ロボットがエレベーターを利用して移動し、違う階で降りて清掃をすることは今では珍しくはありません。

ビル全体をプログラミングすることで、ロボットの移動をコントロールしているのです。しかし、ロボットでは

決められた箇所の清掃をするのみで、ご利用されるお客様のことを想って清掃することは私たち「人」にしか

できないことなのです。

　現場で皆さんと一緒に清掃に参加すると、姿の見えないお客様のために

心を込めて清掃している姿に必ず出会います。その姿は「おもてなし」の

気持ちが表れたものであり、MMIにとって大きな強みになっているのです。

また、仲間が働きやすいように工夫をしたり、生産性を向上させようと

模索することも「人」だからこその姿だと考えます。皆さんのお客様を想う

「おもてなし」の気持ちを大切にし、信頼されるMMIとして成長していきま

しょう。
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vol.3
お掃除アイデアコンテスト検証企画『やってみた。』

プロインパクトの簡単希釈

メダルの選別

ゴミ箱の中にもシュッ！

前号のAMICIで第3回おそうじアイデアコンテストの結果発表を行いました。

集まったアイデアは甲乙つけがたく、皆さんが日々のお仕事の中で

『より良くなるため』に工夫を凝らして考えられたものばかりでした。

受賞したアイデアはどの現場でも採用できるものでしたので、

早速【やってみた】店舗もあるのではないでしょうか？

あらゆる場所の清掃に使用しているプロインパクトは約100倍に希釈していますが、
たくさん使うために一度に大量に希釈液を作っておきます。その時に「ポンプボトル」を
使用することで、計量が簡単になります。一定量に水を入れたポリタンクに、「ポンプ
ボトル」でプロインパクトを2プッシュ！これで決まった濃度に希釈された洗浄液の
出来上がりです！誰にでも簡単に洗浄液を作ることが出来るし、効率アップですね。

スロットコーナーのメダルを拾って回収するとサイズの違うメダルが混在しています。
店舗様にお届けする際に、サイズごとに分けておくことでとっても喜んでいただいて
いるそうです！カラフルな色で明るい気持ちになる効果もあるんですって♪

ゴミ箱の内側を拭く際に、ダスターにプロインパクトを吹きかけるのではなく、 
直接スプレーしています。ゴミ箱内側のベタつきにダイレクトに働きかけ、汚れを
取れやすくしています。汚れだけでなく、臭い対策にもなっているそうです！
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今回ご参加いただいた39店舗の皆さまには参加賞として『プチお菓子詰合せ』をお贈りさせていただきました。

参加賞については「手軽に食べられるものが良い」というご意見が多く聞かれたので

参考にしてみましたが、いかがでしたでしょうか。

そういった感想やご意見をお聞かせいただくことで、

事務局も「もっと多くの皆さんが参加していただける取組みにしよう！」と、励まされます。

どんなことでも結構ですので、ご意見お聞かせくださいませ。

その経験から、改良アイデアや違った切り口のアイデアが生まれることもあるので、

ぜひ挑戦してみてください。

今号では、応募いただいたアイデアの中でも「細やかな心づかい」が

キラリと光っているものをご紹介いたします。



店
自

舗
慢

5

ト イレ 個 室 で の 汚 れを 観 察 すると「な ぜ 
ココが汚れているのか」「この汚れの原因は？」
等々お客様のトイレ内での行動が想定でき、
どこがどれくらい汚れているかわかって清掃に
取組めます。前に使用されたお客様と、次に
使われるお客様の気持ちになって、推察しな
がら清掃するとトイレ清掃も楽しい時間です。

「与えられた仕事を時間まで終わらせれば
いい」という考えではなく、汚れ一つ一つに気を
配り、その汚れからお客様
の気持ちや行動を察知し 
対処していくという姿勢
で、本当の清掃のプロと
しての誇りを持って仕事を
しています。

マルハン北加賀屋店PICK
UP

マルハン北加賀屋店は、大阪市の南西に位置し、市内24区の 
中で最も広い面 積を有する住 之 江区に位置します。 
住之江区は古代は地域の大半が海で、大阪湾の沖積活動に
よって陸地化が進んだと考えられています。大阪湾に
面するためいくつかのフェリーターミナルを有し、海への
玄関口にもなっています。

 ここが凄い  自慢１  ここが凄い  自慢2

店舗スタッフの皆さんと

奥野さんのこだわりです

リセット清掃スタッフとマルハン北加賀屋店スタッフの皆さん

マルハン北加賀屋店クリーンスタッフの皆さんは、
「一生この身体をマルハンに捧げたい」という奥野班長を中心に結束しており、
マルハンスタッフの皆さまからの信頼も大きく、大変有難く思っています。
スタッフと共に築き上げてきたこの信頼関係を今後も絶やすことなく、
より切磋琢磨していけたらと思っています。

株式会社ユニバーサルサービス　主任　西本 峰治さんさんからのメッセージ

西本さん

勤続18年を迎える奥野班長は北加賀屋店に
ついて熟 知していて、清掃スタッフ仲間
からのみならず店舗スタッフ様からも絶大な
信頼をいただいています。
北 加賀 屋 店 で長い間勤務してきた奥 野
班長は、店舗スタッフ様が知らないような
お客様の情報や、過去から築き上げてきた
北加賀屋店での慣行についても記憶して 
いて、「店舗のことは奥野さんに訊けばわかる」
と頼りにされています。その奥野班長を
慕い、熱意と姿勢に影響されてその姿を
目指すスタッフ達がお互いに支え合って
成長する素晴らしいチームです。



私たちの店舗、
紹介します
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仙台新港店は、＜みなと仙台ゆめタウン＞とよばれる
仙台港やIC開通などアクセス向上をしている土地に
あります。近隣にはアウトレットパークや「うみのもり
水族館」、東北最大の展示場とよばれる「夢メッセ」、また
多くの流通企業様が集中している地域です。周辺ゴミ
拾いやイベントの協賛なども積極的に行う地域密着を
大事にしている店舗です。

マルハン仙台新港店

 ここが凄い  自慢１  ここが凄い  自慢2

PICK
UP

仙台新港店では、クリーンスタッフと店舗
ス タッフ 様 とのコ ミュ ニケー ション が
しっかりとれています。店舗様とMMIとの
共 有ノート活用や、店舗 朝 礼へ の 参加、
そして新港店初の女性マネージャーの遠山
マネージャーが着任してからクリーンスタッフと
ミーティングがスタートし、チームマルハン
としてお客様の為に一致団結し、日々協力
しあってより良い店舗づくりに取り組んで
います。

クリーンスタッフは、19歳～72歳と幅広い
年齢の方々が勤務されています。
1人1人が明るく、家族のようで、体調面・
精神面でもお互いがお互いを思いやり助け
合う、仕事中でも笑顔の絶えないとても
温かいチームです。

店舗スタッフ様と定期的にミーティングを設けてます 早朝清掃スタッフの皆さん

営業中・駐車場清掃スタッフと店舗スタッフの皆さん店舗朝礼では一緒にイズムの唱和です

岸さん（一番右）

マルハン仙台新港店クリーンスタッフの皆様、いつもありがとうございます。
チームマルハンとして＜お客様のために＞日々取り組む姿勢に感謝でいっぱいです。
私自身、仙台新港店のクリーンスタッフとして勤務をはじめてから、採用担当者になり、
社員登用していただき現在のSVとなり、これまでも皆様に助けられ支えられ、
沢山の元気とパワーもらい楽しく業務に取り組む事ができています。
これからも皆様と力をあわせ、より良い感動空間を目指していきますので
どうぞよろしくお願いいたします♪

総合建物管理事業部　環境管理サテライトチーム　岸 優里さんからのメッセージ
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7つの習慣
～第6の習慣について～

シナジーを正しく理解するなら、シナジーは、あらゆる人の人生においてもっとも崇高な活動であり、
他のすべての習慣を実践しているかどうかの真価を問うものであり、またその目的である。
～スティーブン・R・コビー～

７つの習慣の目指すところは何か。

それは第6の習慣「相乗効果を発揮する」にあると言えよう。

周りにいる家族や仲間のことを思い浮かべながら、読み進めてほしい。

7つの習慣

Ⅰ.私的成功：～自分で考え行動する、本当の意味での“自立した“人になる～

	 【第1の習慣】主体性を発揮する

	 【第2の習慣】目的を持って始める

	 【第3の習慣】重要事項を優先する

Ⅱ.公的成功：～仲間と手を取り合い大きな成果を出す～

	 【第4の習慣】Win－Winを考える

	 【第5の習慣】理解してから理解される

	 【第6の習慣】相乗効果を発揮する		←今回のテーマ

Ⅲ.再新再生：～日々自分を磨き育てる～

	 【第7の習慣】刃を研ぐ

違いを尊重する

話し合いやミーティングで何かを決めようとした際に、相手と意見が食い違った経験はないだろうか？
自分はA案がいいと思っていても、相手はB案がいいという。意見を言い合ったものの、折り合いがつかない。沈黙の空気が
流れたあと「じゃぁ…もう、これでよくない？」と“妥協”の答えで終わる。自分も完全に納得、ではないけれど、相手も同じように
納得していないのであれば…それでいい。
えてして、本当にそれが自立した個人の欲しい結果なのだろうか。
共同作業を行う際や、新しい何かを生み出そうとする時、自分と相手の間で意見の食い違いは大なり小なりある。
その際に考えの一致した部分だけに満足をし、その部分のみを採用する。それは単なる“妥協”であり、“公的成功”の答えではない。

ＡとＢの意見が異なるとき、
取りがちなのが妥協案

ＡとＢの意見から大きな成果が
生まれることが相乗効果

新しいことに
挑戦することは
できない

創造的な活動により、
優れた結果を得る
ことができる

妥協

A B

第3案

A B
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図にあるように、内側の重なりあった三角形に目を向けるのではなく、互いのWin-Winを考え、相手の真意を理解し自身の考えを
伝えていく。この過程において、互いの全ての考えがまったく同じになることはない。しかしながら、繰り返して行っていくと
今までになかった部分（第３案）が生まれてくる。それが「相乗効果」である。
人には必ず相手との違いがあり、そしてその違いを尊重したからこそ、生まれた結果である。逆に言えば、考えや意見がまったく
同じ場合には相乗効果は生まれない。互いの長所を尊重し合いどちらの意見に振れることもなく、まったく新たな視点に互いが
立ち、成果・成功を収める。自立した個人同士だからこそ出来上がる最終形とも言えるであろう。

コミュニケーションの3つのレベル

相乗効果を発揮するには、コミュニケーションの度合いが重要になる。
3段階のレベルで考えてみる。
■  防衛的コミュニケーション 

相手に対しての信頼と協力が低いと、 
自分が損をしたくない気持ちが働き、Win-Loseの考えに陥りやすい。

■  尊敬的コミュニケーション 
信頼と協力がやや高まり、ある程度互いを理解するものの、 
解決は妥協によって終わる。

■  相乗効果的コミュニケーション 
互いに信頼し合い、協力しようという気持ちが非常に強いと同時に、 
それぞれの相違点を理解し合っているので、協力して大きな成果を生み出す。

自身にあてはめた時、どのコミュニケーションをとることが多いだろうか。
ひょっとしたら、尊敬的コミュニケーションで留まっていることが多いと感じてはいないだろうか。
その先にあるコミュニケーションがもたらす素晴らしさを、実感出来たことがある人は少ないかもしれない。

相手が誰でも、どんな場面でも、相乗効果は発揮できる

職場環境を振り返ってみると、相乗効果のコミュニケーションにたどり着くまでに諦めてしまう相手がいることは大いにある。
同僚・上司・部下、取引先―

「もっとこうしたい」という想いが強いほどに、その壁はどんどんと厚くなるように感じるものである。
そのような状況に置かれた時にこそ、相乗効果の発想が大事になる。
まずは、第4の習慣の“Win-Winを考え”、次に第5の習慣の“相手を理解してから、理解され”、そして、最終的に第6の習慣の 

“相乗効果を発揮する”コミュニケーションをとる。
たとえ相手が誰であろうと、どのような状況下に置かれても、自立した個人は自分だけのＷinで終わるのではなく、仲間と多くの
成果を生み出すことに集中し行動に移すことが出来るのである。

今一度思い浮かべてほしい。私たちは、誰一人として一人で生きているのではなく、共に時間を過ごす相手がいてくれるからこそ、
人生がより豊かに活き活きとされたものになるのだ。そのためにも、自身を顧み、目の前にいる相手を思い、今とこれからを
どうなりたいかを考え行動する。そのすべての工程が７つの習慣の真価であり、そしてそれによって導かれた成果が、人生をより
効果的なものにしてくれるのだ。

実践　第6の習慣
①現在進行している問題で、自分の意見に固執していることはないか振り返り、異なる意見に価値を見出し、第3案を考えてみる
②意見の異なる人を思い出し、その人との相違点をプラスに考え、相乗効果を生み出すために出来る行動を考える
③チーム内において相乗効果がほしい状況を想定し、それを行うための条件および、自分に出来ることは何かを書き出す
④根気よく人と接する。諦めたら、そこで妥協が生まれる。

経営管理部　曽我 尚子（7つの習慣　社内ファシリテーター）

コミュニケーションのレベル

防衛的

尊敬的

相乗効果的

協力度

信
頼
度

信頼度も協力度も高い!!

一方がWin、
一方がLose

妥 協

Win-Win



9

美観向上 
委員会通信 Vol.6

美しいってステキ！

総合建物管理事業部　SV
飯嶋	由佳李

千葉地区のトレーナー3人娘
（左から、三木さん・吉川さん・安藤さん）
がチャレンジ！

養生テープ貼りに悪戦苦闘(＾＾;)

マスク、ゴーグル、バケツ、養生テープ、
バニッシュ（専用洗剤）を使用しました。
専用洗剤がガスを発生させ目やのどを刺激
するので、マスクとゴーグルは必須です。

養生完了。準備オッケー！

バニッシュが床を変色させるため、
しっかり養生します。

バケツに入れたバニッシュに、目皿を
つけ置きします。

こんなところも美観向上！

1

4

2

5

3

6

小便器の目皿に付着した尿石は臭いの元になり、お客様の目に触れることで清潔感が損なわれています。

こんな細かなところの汚れを除去することから、美観向上を進めていきましょう！
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美観向上委員会の活動も、2年目突入となりました。

1年目には、各店舗の状態をランキング形式にさせていただき、各店舗で清掃していただいている皆様に、

他店舗と比較した際の自店舗の状態を知っていただくことができました。

また、チェック表からどのような場所の清掃ができるのか、

店舗様や社員がどのようなところに着目しているのかに興味を持っていただくこともできました。

ですが、その中でも「時間がなくてできない」「出来る限りの清掃は行っている」といった言葉が多くありました。

削減が進み、営業中清掃の時間が減ってしまった店舗も多くあります。

きっと、気になる箇所に当てる時間が、取れなくなってしまったことでしょう。

クリーンスタッフの皆様の、自分たちの働く店舗を少しでも綺麗にしていきたいという思いは、私たちも一緒です。

気になっている箇所があるのに時間が取れない、そんなときは、ぜひ現場担当のSVやトレーナーにご相談ください。

様々な工夫で、対応できることも増えると思います。

諦めず、少しずつ、自分たちの店舗の美観向上に貢献していきましょう！

チャレンジした3人は「薬剤の臭いがキツイ・・・」「大変な作業だけど、キレイになる！！」という感想でした。
今後、作業内容については改善したり工夫したりして、美観維持・美観向上に貢献していきましょう！

小便器にバニッシュを流し込みます。

尿石が取れてキレイになった目皿。

45分間つけおきした目皿と小便器を
ブラシで擦ります。

目皿を配置し、拭きあげて完了！

排水トラップも忘れずに。

7

10

8

11

9
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私達が勤務しているマルハン松島店が平成25年8月にオープンした時に、店舗入口の
左右に見事なサツキが植えられました。サツキは寒い地域でも育ちやすく、手入れが
簡単で初心者でも栽培しやすい植物だと思っていました。しかし、翌年、翌々年は花を
咲かせることはありませんでした。

「もう咲かないのかな・・・」と心配をしながらも、枯れてしまってもうダメなのかと諦め
かけていたところ、駐車場巡回の合間に曽我さんが花壇を耕し始めました。庭師の
経験でもあるのかと思うほど、曽我さんの作業は素晴らしいものでした。その姿を
見た田中さんと私は、「サツキを咲かせるために、まだやれることがある！」と気づか
されました。曽我さんが耕してくれた花壇に、田中さんと私で草取りと水やりを続けたところ、今年は見事に花を咲かせて
くれたのです。花が咲いたことはとても嬉しかったのですが、数名のお客様から「今まで咲かなかったのに、今年はキレイに
咲いたね。」と言っていただけた時には、見ていてくださっている人がいるんだという事に喜びを感じました。
花壇を耕し始めた曽我さんは私達の中でも年長者なので、耕す作業は体力的にも大変だったと思うのですが、サツキが
枯れないためにやれるだけのことをやろうという曽我さんの姿勢が素晴らしいと感じました。

曽我さんの姿に共感した田中さんと私の三人で咲かせた
サツキは、マルハン松島店の入口でお客様をお迎えしています。
これからも三人共同体制で、キレイなサツキの花を咲かせ
続けたいと思っています。

長井さん、曽我さん、田中さんいつも3人で協力し合いながら業務を行って頂き、ありがとうございます。
3人は、花壇だけではなく、どんなことでも誰かが気づいた事を共有し、
私へ報告するだけでなく改善方法や工夫の提案まで出して頂くので、とても感謝しています。
花壇の時は、曽我さんが草取りを始め、長井さんと田中さんは草取りの道具の改善、
草取りだけでなく水まき、水を撒く時間と次々に意見を言って頂きました。
一つの事を各々が違った視点で見て・対応してくださる事でマルハン松島店の駐車場清掃業務は
成り立っているのだと、今回改めて感じました。
これからも、宜しくお願い致します‼

三人で咲かせたサツキの花

メッセージ

主人公 /  マルハン松島店　駐車場清掃スタッフ 
曽我 正敏さん・田中 秋男さん

寄稿者 /  マルハン松島店　駐車場清掃スタッフ 
長井 美明さん（株式会社クリーンコーポレーション）

株式会社クリーンコーポレーション　新潟営業所　大鷹 弓恵さん

長井 美明さん

大鷹さん

曽我さん、長井さん、田中さん

草取り作業 サツキが咲いた花壇

寄稿者

イズムの芽エピソード
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エムエム（MMI）の良いところ♪

主人公 / エムエムインターナショナル　経営管理部の皆さん

寄稿者 / 経営管理部　難波 佳那子さん
難波 佳那子さん寄稿者

私はエムエムの経営管理部にアルバイトとして入社して、1年後に契約社員に登用していただきました。 
もうすぐ入社して2年になるのですが、それまで真面目に働いたことがなかったので入社当時は

「どうせまたすぐ辞めちゃうだろうなぁ・・・」と自分自身では思っていました。しかし、働き始めて
すぐに「もしかして、エムエムなら働き続けられるかも!?」と思うようになりました。それは、今まで
働いてきた職場とは圧倒的に違うものを感じたからです。まず、部署が違う人でも気さくに声を掛け
あっているので、すぐに親しくなれる雰囲気がありました。私の名前もすぐに憶えていただいたので、

「仲間として受け入れてもらった！」と嬉しかったことを今でも覚えています。また、お互いに助け
合う行動が当たり前で、重い物を運ぼうとするとすぐに誰かが手を差しのべてくれることは日常の
風景になっています。まだまだ他にもたくさんあるのですが・・・とにかく今までの職場とは全然違ったのです。
私が体調を崩して休んだ時には、出勤すると『体調大丈夫？無理しないでね』『病院は行ったの？』と皆さんが心配しながらも
温かい雰囲気で迎えてくださいます。
いろんな仕事が重なってしまってバタバタしている時には『忙しそうだね、何か手伝うよ。』『一息ついて休憩を取っておいで。』と
声を掛けてくださるのです。きっとこの環境だから私は働き続けることが出来ているのだと思っています。

エムエムに入社してからたくさんのことを覚えましたし、出来ることも増えました。
以前に比べると成長したなぁと、自信もつきました。エムエムに入社して、経営
管理部で働くことが出来て、本当に感謝をしています。この感謝の気持ちを恩返し
するために、皆さんのお役に立てるように行動していきたいと思っています。
エムエムの皆さま、経営管理部の皆さま、いつもありがとうございます！
これからもよろしくお願いいたします!!

難波さんいつも明るい笑顔ありがとうございます！
難波さんと初めてお会いし、面接させて頂いた日を昨日のコトのように鮮明に覚えています。
その時の印象は、若い！元気！オシャレ！でした（笑）
同時に、難波さんが持っているなにかすごーく光っている人間味のようなモノに触れ、
即採用とさせて頂きました！是非、MMIの仲間になって欲しいと！
そして今、私達の目に狂いはなく、難波さんはオーラを発し輝いています! (^^)!
現在、事業支援チームのメンバーとして全社の下支えに責任感を持ち、全力で前向きに取り組んで頂いています！
難波さんの笑顔に救われ癒されている男性社員は、福岡さんだけではなく沢山いると思います！(笑)

これからも体に気を付け、MMIの仲間として共に目標に向かい一緒に歩んで行きましょう！！
いつもありがとうございます！！

メッセージ 経営管理部　部長　羽場 康雄さん

羽場部長と難波さん

毎日が楽しいです♪

経営管理部の皆さん
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MMI社員に1日密着～！第2回

MMIの現在を支え、MMIの未来を創る、MMIの大切な仲間。
どんな仕事をしているの？素顔はどんな人？・・・？
働く姿からプライベートまで、ある1日を密着でご紹介します！

いつもゆとりある出勤を心がけて
ます。今日みたいに天気が悪い日
こそ、スタッフ皆と笑顔で元気に
あいさつを交わして一日をスタート
します。

朝礼では注意事項の共有をしながら、皆の様子をチェックし
ます。体調は悪くないかな？何か困っていないかな？
後輩やメイド（スタッフ）が成長していく姿が、自分自身の
やり甲斐になっています。

ホテル事業プロジェクト成功のカギのひとつは、ベッドメイクの
効率化。今日はシーツの広げ方から見直します。女性でも
簡単にできて、工数が削減できる方法を模索します。
横から？足もとから？いろいろ試して、お互いの意見を出し
合います。ちょっとした休憩時間も結局は仕事の話・・・
やっぱり仕事が好きな証拠。

このプロジェクトを成功させるためには、みんなの
力が必要！現場を離れていろんな意見をきいたり、
新しい情報を知るのは刺激を受けます。外国人だと
いう事を全く意識せずに、自分を受け入れてくれる
MMIの社風には本当に感謝しています。もっと会社に
貢献していきたいです！

夕方からの会議に向けて資料作り。ひと部屋にかかる時間を
どこまで削減すればよいかを試算します。早いだけではなく
品質の底上げにもこだわるためには、やっぱりベッドメイクの
統一。マニュアルの整備も進めていくぞ！

シェラトン都ホテル東京に出勤

朝礼・ミーティング

ベッドメイクの効率化を模索

ホテル事業化プロジェクトチームの会議に参加

デスクワーク

金英珉（キム ヨンミン）

ホテル事業化プロジェクトチーム 
サブリーダー

PROFILE 
1983年11月2日生まれ 
2016年4月入社 
趣味：音楽鑑賞（柴田淳・KOKIA・BIGBAN）、洋服のリメイク 
将来の夢：様々な分野でマルチに活躍できる人になりたい！

■ 金さんへのメッセージ

金さんは入社して1年程ですが、ホテル事業化PTのサブリーダーとして、日々奮闘しています。 
MMI初の外国人の社員採用で未知数なところもありましたが、まじめに誠実に業務に取り組んでくれています。 
金さんの長所はハングリー精神と忍耐強さです。 
どんな困難な状況でも前向きに取り組む姿勢は、現場スタッフの良い見本となっています。 
これからもホテル事業拡大のために、活躍してくれることを期待しています。

ホテル事業化PTリーダー　浅野 博

8:00

9:00

11:00

16:00

13:00

19:00

4歳になった娘（ユリアちゃん）と
一緒に過ごす時間は、一日で一番
くつろぐ大切な時間。
モチベーションアップに効果絶大
です！明日も頑張ろう！！

帰宅後の過ごし方
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『不動産なんでも相談窓口』にはMMIだけでなくマルハングループで働く全国の皆から 
さまざまなお問合せをいただいています。その中には、新築一戸建購入のお手伝いをさせていただいた案件から、 
住宅ローンのご紹介、書籍のご紹介など、不動産に関することなら幅広くご対応しています。

【ご相談例】 
「両親が保有している土地を有効活用したい」 
⇒ 詳細をお伺いし、当該物件を賃貸される事、ご売却される事など適切な活用方法をご提案いたしました。

「将来を考えて、不動産投資に興味があります」 
⇒ 不動産投資の中でも「収益アパート」や「収益区分マンション」等を 

資産形成の視点でいくつかの投資をご紹介いたしました。

不動産取引は複雑な手続きや難解な専門用語がハードルとなって、 
多くの方が疑問や不安を抱えています。 
MMIの『不動産なんでも相談窓口』担当者は全員「宅地建物取引士」であり、 
皆さまから頂いたご質問について「守秘義務」を遵守いたします。 
他人に聞かれたくない事等もどうぞ安心してご相談ください。 
皆さんに住環境や資産形成の面で貢献していくことを目指しています。 
また、仲介手数料を最大50％還元サービスの『マルトク』もぜひご利用ください！

ＭＭ ＮＥＷＳ
不動産に関するお悩みなら・・・
MMIの『不動産なんでも相談窓口』をご利用ください！

みなさんこんにちは。田中さんに代わり、MMI新マスコットキャラで
お馴染みの瀧上です。気が付けば入社6年目に突入しておりました。
あの頃の初々しい輝きは大分薄まった今日この頃です。チャーム
ポイント？のスキンヘッドはあの頃のまま輝き続けておりますが、
ね！！怪我による途中退場を挟みましたが、お陰様で無事復帰し、
テクニカルチームにて日々現場を駆けずり回っている所存でござ
います。みなさんとお会いする機会は少ないですが見かけましたら、

「おっ！今日も輝いてるね、頭が★」とでも声をかけて頂ければ
幸いです。明るすぎるくらいが取り柄の私ですが、これからも
よろしくお願いいたします。

アミーチをご愛読の皆さん、こんにちは。MMIにはトレーナーとして
入社、その後は様々なチームを経て、現在は営業マンとして関東一円を
日々走り廻っています。当チームはマルハン様以外のお客様の
お困り事を解決出来る業務・サービスを提供することで対価を
いただくお仕事をしています。今期は病院施設や商業施設を中心に
営業を行なっておりますが、東京ミッドタウンの緑地や屋内スカイ
ダイビング施設、ボールプールなどの珍しい清掃にも携わっています。
前職ではTSUTAYAやカフェの店長を長らく務めておりましたので、
最前線でお客様の笑顔を拝見出来る本業務は経験も生かせて、
とてもやり甲斐を感じています。
将来は陶芸家を目指しています。

総合建物管理事業部
営業推進チーム

総合建物管理事業部
テクニカルチーム

「最近のマイブームを教えてください」
⇒ ズバリ！ダイエットです。年末年始で蓄えに蓄えた結果、過去

最大級の蓄積量になったお腹を「どうにかせねば…」とついに
重い腰を上げたしだいです。（腰と言わず全体的に重いですが…笑）
先に述べておきますと、このダイエット…かなり効果有りました。
ダイエットは現在進行中ですが、途中経過を発表しますと2か月で
25キロの減量に成功！テクニカルチームのお腹を気にしている
メンバーにもオススメ中です。方法は簡単です…お腹が空いた
時に、セブンイレブン販売のスモークササミを食べるだけです！
ごはんは三食キッチリ食べて大丈夫、間食をササミに替える
だけの簡単ダイエットです。合わせて特茶も飲むと効果的です。
減量を考えている方は是非実践してみてください！

持ち歌の十八番はなんですか？

「ご家庭では亭主関白ですか？」
⇒ 関白失脚です。

いつも陽気な森ちゃん。 
腹がよじれる程面白い、すべらない話をどうぞ。

前号の田中さんからの質問

次号の鈴木さんへの質問

前号の佐々木さんからの質問

次号の森さんへの質問

CHECK IT OUT!! ★チェキラッ★★チェキラッ★★チェキラッ★
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

下
し も だ

田 隆
たかひろ

弘 瀧
たきがみ

上 和
か ず き

樹

■お問い合わせ方法

下記URLより直接アクセスできます。 
マルトク担当者から折り返しご連絡いたします。

『お問い合わせ』専用HPはコチラ 
⇒ http://bit.ly/1QF3W2h

※ お急ぎの方は直接下記の電話番号へ 
ご連絡頂いても結構です。

TEL：03-3293-8688（マルトク担当）

下田さん作品です。



〒101-0054　東京都千代田区神田錦町1-21-1 ヒューリック神田橋ビル7F　TEL：03-3293-8686　FAX：03-3293-8687

今年も夏がやってきましたね～。夏と言えば・・・何を思い浮かべますか？

海水浴・花火大会・お祭り・・・私はもうそんなコトを思い浮かべる年齢ではございません！・・・夏と言えば『イズムの芽エピソード』の応募時期ですよ～！

今年もたくさんのエピソードを読んで感動の涙を流したいと願っています。どんなささやかな事でも結構ですので、ご遠慮なさらずにご応募してくださいね！

ちなみに私の夏は「かき氷」のはしご食いです。オススメは埼玉・長瀞の阿左美冷蔵さん。

何時間並んでも毎年必ず食べに行きます。わが埼玉にお越しの際はぜひ行ってみてください。

皆様も冷たいものばかりで体を冷やしすぎないようにしてくださいね！
経営管理部　松本千絵　matsumoto@mmin-net.co.jp

編 集 後 記

皆さまが日々働く中で、ご自身が「こんなことがあって感動した！」「仲間のこんな行動がすばらしかった！」と 
感じたエピソードを教えてください。

どんな些細な出来事でも構いませんので、皆さまの職場での『人を大切にする気持ち』をご紹介してください。

『AMICI』で紹介している「イズムの芽エピソード」を皆さまから募集いたします。

「イズムの芽」とは、朝礼などで唱和している「イズム」が皆さまの行動に表れたエピソードです。

応募方法：応募用紙利用、応募用紙以外での手書き、ワード、エクセルなど自由です。

【MMI直営店舖の方】  各店舗のリーダーもしくは担当トレーナーが取りまとめていただき、出勤簿などと一緒に本社へお送りください。 
店舗にある「返信封筒」をご利用いただいても結構です。

【他社雇用の方】 各社のご担当者様へお渡しください。

その他、郵送、FAX、メールなど、応募方法は問いません。

郵送の場合：  〒101-0054　東京都千代田区神田錦町1-21-1 
ヒューリック神田橋ビル7F 

（株）エムエムインターナショナル　経営管理部 
FAX番号：03-3293-8687 
メール：matsumoto@mmin-net.co.jp

応募期限： 8月31日到着分まで受付

採用された「イズムの芽エピソード」は社内報『AMICI』で紹介させていただきます。

あなたの「イズムの芽エピソード」を社内報『AMICI』の紙面で紹介しませんか？

皆さまからのたくさんのご応募をお待ちしております！

MMI イズムの芽エピソード2017大募集！
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2014年の夏に妊娠が分かった後、体調が思わしくなく産前休暇を待たずして10月より長期休暇を
いただくことになりました。その後2015年の4月に出産し2016年の5月に復帰するまで、約1年半
ものあいだMMIを離れることになりました。MMIを離れている間も渡邊さんは頻繁に連絡をくれ、
「新しく〇〇さんという方が入社したよ」「〇〇さんが結婚するよ」「こんな出来事があったよ」と、
常にMMIの近況を教えてくれました。
出産も育児も初めてのことで日々試行錯誤しながらの日々はあっという間に過ぎ、会社への復帰が
近づくにつれ、私は不安な気持ちを抱えていました。久しぶりに働くこと、家庭と仕事の両立、
そして私の居場所はあるのだろうか・・・。
しかし、渡邊さんからは私のそんな気持ちを吹き飛ばすように「あと1か月だね」「あと1週間！」
「早く一緒に働きたい！」「楽しみ！！」とメッセージが届き続けたのです。
復帰直前まで渡邊さんからたくさんの前向きなメッセージを受け取った私は、復帰へのカウントダウンが不安から楽しみに変わり、
すっかり気持ちを切り換えることが出来ました。

渡邊さんが待っていてくれる。それだけで私の心は迷うことはなくなりました。
妊娠中、産後、そして育児をしながら時短で働かせていただいている現在。
渡邊さんをはじめ本当にたくさんのメンバーに支えられていることを日々実感しています。
妊娠・出産・育児という大きなイベントを抱えながらのお仕事を考えている方が、私と同じ
ように前向きにMMIで働くことが出来るように、私が渡邊さんに支えてもらったように、
私も次の世代を支えたいなと思っています。
慌ただしく過ぎていく毎日ですが、仕事も家事も育児も充実しています。
渡邊さん、いつも支えてくれてありがとう、これからもよろしくね。

年齢が近いこと、ビール大好きなど共通点が多く、入社当時から気が合う、お仕事バリバリで向上心がある、
大好きなカッコイイかわいい同僚です。
「おねぇちゃん」と私を慕ってくれるしっかりものの妹の妊娠は、ほんっとに嬉しくて^_^しかも双子ちゃん♥
産休育休に入ってからも、私が連絡したいという想いで近況報告をしてただけなのに、こんな風に思って
くれてたなんて、びっくり&大号泣！さすが私のかわいい妹。
私は大木さんのおかげで、長期のお休みを取る人は想像以上に不安になることに気づけました。
女性スタッフが産休育休後も復帰して、バリバリキラキラ輝いて働ける環境づくりのために、まだまだ協力
したいと改めて決意しました。

大木さん。
いつもありがとう。働くママ、大変だけどがんばろうね！
これからもよろしく・・子供達を連れて出社してほしいなぁ〜

待っていてくれる人がいる

メッセージ

主人公 / 経営管理部　渡邊 良子さん

寄稿者 / 総合建物管理事業部　大木 望愛さん

総合建物管理事業部　事業管理課　渡邊 良子さん

大木 望愛さん

渡邊さん

渡邊さんと大木さん

大木ママ

寄稿者

イズムの芽エピソード
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あたりまえの景色を守る、
あたりまえじゃない努力

主人公 / マルハン新庄店　駐車場清掃スタッフ　金藤 清さん・稲垣 一夫さん

寄稿者 / マルハン新庄店　営業中清掃スタッフ　佐藤 恵子さん
佐藤 恵子さん（左）寄稿者

ここマルハン新庄店には二人の働き者の「おじ様方」（駐車場清掃スタッフ）がいます。
いつも「ニコニコ」して顔が合えば気さくに声を掛けてくれます。
マルハン新庄店の駐車場はかなり広く、片側には鉄道の線路があり駐車場との間は白い柵で
仕切られています。当然のことながら線路の脇は雑草だらけで、伸びてくると駐車場側にはみ
出してきそうになります。「おじ様方」はその雑草を自前の剪定バサミを柵の隙間に入れてキレイに
刈ってしまいます。また、駐車場の3分の2を、水の流れていない側溝が囲んでいるのですが、そこで
用を足すお客様もいるので、バケツで水を運びデッキブラシで洗い流しています。駐車場の巡回を
しながら、鳥の糞やクモの巣を取り除いたり、建物の周囲の汚れを拭き取ったり、常に駐車場の
美化に努めています。

「おじ様方」のこうした努力が無ければ、どこにでもありそうなパチンコ店の駐車場はどうなって
いるか想像してみてください。どんなに店内がきれいでも、雑草がはみ出てていたり、汚れた側溝のそばに車を停めたいと
感じるお客様はいないのではないでしょうか。いつも見慣れた、あたりまえにキレイになっている駐車場ですが、その「あたり
まえにキレイ」を守っているお二人の努力は、あたりまえじゃないことだと思います。
誰に自慢することも、感謝されることもないのに、「あたりまえにキレイ」を守る二人の「おじ様方」。私はこの誇れる同僚の
素晴らしさを皆さんに知ってもらいたいと思っています。

マルハン新庄店でお世話になり、四年になります。
他のお店はわかりませんが、新庄店の駐車場は広く掃除のし甲斐があります。
マナーの良い方悪い方、様々なお客様がいらっしゃいます。
店長はじめ、マネージャーや店舗スタッフの皆さんが、店内の美化や笑顔の接客に取り組まれています。
とは言え、ご来店されるお客様が一番先に入られるのが駐車場です。
行き届いた店内に気分良く入っていただくために、笑顔と挨拶を大切に清掃に取り組んでいます。
これからも金藤さんと二人、綺麗な駐車場を守っていきたいと思います。

メッセージ 稲垣 一夫さん

ちょっと恥ずかしそうなお二人

佐藤リーダー、ありがとうございます。
そんな風に思ってもらえて、嬉しいです。
うちのリーダーは働き者で、感動します。
私よりリーダーの方が主人公に相応しいです。

【50、60 はなたれ小僧　70、80 働き盛り　90 迎えに来るな、100まで待って追い返せ】
そんな言葉通りのリーダーです。

金藤 清さん

金藤さん


