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『知って得する！』“省エネせずに” 電気代を安くしよう！
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　新年明けましておめでとうございます。
　今年一年も皆さんとご家族の皆様にとって素晴らしい年であることを祈念いたします。

　昨年を振り返ると、日本の象徴的な山である富士山の世界遺産登録、2020 年東京オリ
ンピック招致決定、そして和食のユネスコ無形文化遺産登録など、日本中を元気にする明
るい話題が多くあり、日本の強みと将来性に改めて気づかされた一年だったように思いま
す。
　また、マルハングループにおいては、株式会社太平洋クラブが 3 月に正式にグループの
一員となり、パチンコ事業以外の新規事業領域の拡大としてあらたなスタートを切りまし
た。そして MMI 社内においては結婚や出産などの明るい話題が多く、幸せのおすそ分け
をたくさんいただいた一年でもありました。
　その反面、今年 10 月に導入が予定されていた消費税増税の平成 17 年 4 月への先送りに
よる税収減や、第一次ベビーブームで誕生し日本経済をけん引してきた団塊の世代 800 万
人が年金の全額給付対象となる 65 歳以上になる 2015 年問題などがあり、財政再建と経済
再生の実現という点では困難な状況が続くようです。

　昨年のこの紙面で、以前に比べ皆さんが「自ら考え、行動する」という意識を感じるこ
とが多くなった、とお伝えしました。その後、この 1 年間で皆さんの自発的な取組みはさ
らに増えたように感じています。個人においてもチームとしても、学び・身につけ・成長し・
新たに取組む、「良くしたい」という気持ちからの行動が当たり前になり、自立してきて
いるということを私達自身が実感しているのではないでしょうか。
　今号で紹介する「お掃除アイデアコンテスト」も自発的に始まった取組みでした。どう
したら業務効率を高めることが出来るのかと考えた結果、実際に業務に当たってくださっ
ているクリーンスタッフの皆さまから教えていただけばいいじゃないか、として始まった
のでした。集まったアイデアは、いかに効率良くきれいに仕上げ、快適な空間でお客様に
喜んでいただくか、という気持ちが込められたアイデアばかりで、まさに「自ら考え、行
動する」意識を持った創意工夫によるものでした。皆さんで考えたアイデアを共有し改善
のために取り入れることで、影響の輪が広がっていくことを期待しています。

　最後に、今年の干支は「乙未」（きのとひつじ）です。羊は中国では古
くから吉祥動物のひとつとして大切にされてきました。「羊致清和（羊
は天下太平をもたらす）」という言葉があり、未年は平和な一年にな
ると言われています。
　家族の安泰と平和の象徴でもある未年。穏やかに、前を向いて
進んでいく。
　そんな年にしていきたいと思っています。

年頭に寄せて

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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ア イ デ ア コ ン テ ス ト

前号の AMICI で皆さまにお知らせをさせていただいた結果、皆さまのご協力と積極的参
加のおかげで、 200 を超えるアイデアをお寄せいただきました。
目から鱗のアイデアから、驚きの新発想、突き抜けた取組みまで、独自の視線で考えてい
ただいたものばかりでした。
本当にありがとうございました。

トレーナーとして MMI に入社して早３年。巡回で店舗を回り、現場の皆さんの清掃
へのこだわりや様々な工夫を知る度に、もっと多くの人に知ってもらいたいという
想いが募りました。１人１人の工夫は小さくても、それらが集まった時、マルハン
の清掃が変わり、MMI が変わり、清掃という仕事のあり方が大きく変わるのではな
いか？そんな想いで今回の『お掃除アイデアコンテスト』を開催しました。
現場の最前線である皆さんはもちろん、トレーナーさん、本社の皆さんの協力のお
かげで２００個以上のアイデアが全国から集まりました！本当にありがとうござい
ます！
今回掲載することの出来なかったアイデアも違う形で皆さんにお届けしますので、
「これは自店でも使えるね」とか「更にこうしたらもっといいんじゃない」など、皆
さんの更なる工夫の連鎖の火種にしてもらえれば、これ以上ない幸せです。

お掃除

結果発表！！

第1回

総合建物管理事業部
第 2ユニット
下田　隆弘

投稿していただいたアイデア写真一覧（抜粋）
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【優秀賞】

ポシェットで点検ら～くらく
片手にハンディー掃除機、片手にはガム取りとへらと黄色雑巾
の入ったカゴを持って点検を行ってましたが、作業効率を考え
て、カゴからポシェットに変えました。片手が空くので床の拭
き残しも拭きやすくなりました。もちろん拾得物はポシェット
に絶対入れません。

モップの頭がいっぱい♪
モップの頭をたくさん用意して 1 コースごとに交換して、リンガー
で絞る時間を短縮出来ます。または、リンガー自体をまったく使用
しないことで 6分 15秒の時間短縮に成功。

ツインモップ作戦
通路以外の広い床をモップ掛けする時はモップを 2 本合わせて使い
ます。拭いてる途中で 1本目を裏返し、次は 2本目の表、そして裏
と 4 回使えます。濯ぐ手間も省け、時間短縮です。また、2 本合わ
せだと汚れがとてもよく落ちます。

玉拾いの時間が激減！
まず、球落しの際に床に落とさずにカゴやドル
箱に入れていきます。床に落ちている玉はモッ
プ拭きの際に中央通路に集めるようにして、中
央通路で一気に玉拾いをします。

ダスターに潤いを…
洗濯したダスターを入れるカゴにビニール袋（ゴミ袋）を被せておい
て、ダスターを入れたら袋の口を閉じます。そうすることで適度な湿
度を保ち、洗剤を吹き付けなくてよくなります。洗剤を吹き付ける時
間の短縮のみならず、台に洗剤の白い線が残らないので、点検時の手
直しの時間も短縮出来ます。

新発見！回転モップの新たな使い方
営業中清掃では回転モップの使い方を工夫しています。バケツにお水を
入れて流水で洗い、脱水のみ容器を使います。 容器の汚水でモップを洗わ
ない為モップも衛生的であり、容器内の水の交換もいらないので能率的
かつ匂いや汚れが付きにくくなり衛生的です。

★浜田店

★仙台駅東店、松飛台店

★小山千駄塚店

★青森柏店

★小山千駄塚店、昭島店

★横浜町田店

※効率や品質を大幅にアップ出来るアイデアに贈られます。
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横浜町田店スタッフの皆さん

田中 洋さん  灘山 仁美さん  石田 勝昭さん
渡邊 柚香さん  矢野 好子さん  七海 真理子さん

伊藤 和也さん  江花 光広さん  佐藤 宏城さん
鈴木 雅さん  栁田 めぐみさん

郡山店
郡山店の皆さんは常に工夫を考え、もっと
いい方法はないかと話し合ってるそうです。
特にリーダーは時間を作り仲間と相談して、
時には強引に（笑）新しい方法にチャレン
ジをしている、とのこと。アイデアの数も
さることながら、MM 賞を獲得したアイデ
アを始めよく考えられたアイデアが多いの
も特徴です。

早朝・夜間清掃部門

横浜町田店
早朝・夜間清掃のアイデアが圧倒的に多い中、それに負けない数の
営業中清掃アイデアを送ってくれました。横浜町田店は全員のプロ
意識も、お店からの信頼もとても高いそうです。今ある用具をただ
使うのではなく、違う視点で考えて新しい方法を生み出す、そんな
飽くなき挑戦を感じさせてくれるアイデアを多く頂きました。

【チーム賞】 ※アイデアの応募数がトップの店舗に贈られます。

【MM賞】 ※MMI社員の投票獲得数№1のアイデアです。

営業中清掃部門

玉受けの救世主
スマートシステムの玉受けを掃除するのに、柄をライターで炙って湾曲させた
歯ブラシを使っています。力を入れやすく、とても綺麗になります。

★郡山店

見事に賞を獲得した皆さんにはトレーナーを通じて賞品のクオカードをお渡しし
ます！お楽しみに !!
※なお、賞名・賞品に一部変更があったことをお詫びいたします。

【お知らせ】
○今回掲載出来なかったアイデアを皆さんと共有するために、「アイデア集」 を作っ
　ています。是非皆さんで参考になさって下さい。
○お掃除アイデアコンテストは今後も継続して開催を予定しています。
　次回に向けて皆さんでたくさんのアイデアを考えてみてくださいね♪
　皆さんが参加したくなるようなイベントを今後も計画中ですので、ご期待下さい！
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川崎桜本店
マルハン川崎桜本店は 303 店舗めとして神奈川県川
崎市に 2014 年 8 月 12 日にグランドオープンした、
パチンコ 640 台、スロット 360 台の新しい店舗です。
川崎市は神奈川県北東部にある人口 146 万人の政令
指定都市です。臨海部に展開する京浜工業地帯があ
り工業の町として知られていますが、近年は工場夜
景のまちとして全国から注目を集めています。
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自 慢
1

ここが凄い

川崎桜本店は早朝清掃も営業中清掃も「創意と工夫」が溢れて
います。
みんながアイデアを出し合った独自の取組みをほんの一部だけ、
紹介させていただきます！
◆収納ラックへの収納方法は画像にとって一目瞭然にしていま
す！スロット島の清掃手順はスタッフお手製の図面で共有して
います。
◆外れやすい T字モップのダスターの代わりに、手袋型ダスター
に切り込みを入れて使用したところ、外れにくく使いやすい！！
しかも早く乾くので、効率が良いです。
・・・スタッフのみんなが「もっときれいに、もっと効率よく」
といつも考えていてくれているおかげです。

自 慢
2

ここが凄い

チームワークも抜群です！
営業中のスタッフはお客様をお迎えする笑顔
がとても素敵で、笑顔にスタッフのお人柄が
映し出されています。
早朝清掃のスタッフはリーダーの鈴木さんサ
ブリーダーの塚原さんを中心として、業務中
はもちろんのこと、オフの時間もコミュニケー
ションを取っていて「仲間」としての団結力
が強まっています。

PICK UP

いつも明るく元気にありがとうございます。 
皆さんからして頂ける挨拶に、店舗スタッフもお客様も元気を頂いております。 
もっと誰かの役に立ちたいという強い想い。 マニュアルを越えた清掃クオリティなど、皆様の
仕事に対する姿勢と、設備を見れば一目瞭然です。 
大型店舗ですので清掃をするのも大変かと思いますが、 チームＭＭＩ・チームマルハンとして、
ともに川崎桜本店が『こころおどる』店舗となるよう これからも強いお付き合いの程、宜しく
お願い致します。

マルハン川崎桜本店　佐藤信秀マネージャーのコメント

川崎桜本店　早朝清掃スタッフの皆さん 営業中清掃、駐車場清掃スタッフの皆さん

佐藤マネージャー

収納ラック

手袋型ダスター

（左）鈴木さんと（右）塚原さん
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柏林台店
マルハン柏林台店は、北海道東部の十勝［と
かち］地方のほぼ中央に位置する、人口約
17 万人の帯広市に位置するパチンコ 520 台
スロット 308 台のワンフロア店舗です。
帯広市の面積は 618.94 ㎢と東京 23 区とほ
ぼ同じで、その 1 割が「日高山脈襟裳国定
公園」に指定されていて自然の豊かさを実
感できます。

PICK UP

夜間清掃スタッフは小さいお子さんがいらっしゃるスタッフが半分近く占めていますが、お子
さんの体調理由などで欠員が生じる時にはスタッフ全員がホールを走り回り、協力しながら質
を落とすことなく定時に終わらせていることには感謝しています。日頃からリーダー及びサブ
リーダーが助け合いの精神を厳しく教え、仕事に対しての取り組み姿勢がスタッフ全員に影響
の輪として広がっています。

釧路水産振興株式会社　店舗ご担当　大貫昭博さんからのコメント

大貫昭博さん

自 慢
1

ここが凄い

夜間清掃リーダーの藤川さん
は柏林台店オープン時から勤
務していただいていますが、
肩の手術の為に入院中のた
め、現在はサブリーダーの為
国さんを中心にリーダーの教
えを忠実に守って頑張り、ま
た一緒に働けることをスタッ
フ一同心待ちにしています。
スタッフはみんな性格の優し
い人達ばかりで、マルハンス
タッフの皆さんも協力してくれ非常に働きやすい職場となっています。

夜間清掃スタッフの皆さんと富崎マネージャー

自 慢
2

ここが凄い

草野さんは営業中と夜間にも勤務され
ている頑張り屋さんで、マルハンスタッ
フの皆さんとのコミュニケーションも
良く、店舗からの要望、更には営業中
から夜間への重点引き継ぎ項目の報告
役として貴重な存在です。また営業中
スタッフの小川さんは狩勝峠麓の山間
部の町から通勤しているため、大雪で
通勤困難になる毎年１２月から春まで
休職期間を設けて勤務していただいています。お二人の年の差はありま
すが非常に仲良くお互い連絡を取り合い、勤務時間が終わっても気にな
るところはキレイにする、そんなお二人です。

営業中清掃スタッフ
小川さん・草野さんと久保田マネージャー

自 慢
3

ここが凄い

仕様変更により夜間清掃の人数が減りましたが、店
舗をキレイにしたいという気持ちは皆同じで、その
時々の状況により掃除機をコード付かコードレスか
を使い分けるなどの効率化を図り、短縮した時間を
他の重点箇所や普段出来ない箇所の作業に取組んで
います。極力店舗スタッフの方の手を煩わせないよ
うに心がけていますが店舗スタッフの方は本当に協
力的で清掃スタッフ一同いつも感謝しています。 夜間清掃の様子 効率化を心がけています



総合建物管理事業部　第２ユニット
井上 善之さん

イズムの芽エピソード

主人公：マルハンつくば店　早朝清掃スタッフ 坂田 広子さん

寄稿者：マルハンつくば店　早朝清掃スタッフ 三河 桃子さん 

主人公のコメント

マルハンつくば店
三河さんと井上さん

　「便器のふち裏、汚れてるよ。」トイレ清掃を
している時、パートナーの坂田さんが私に言い
ました。「ほら、ここ。」と言われた場所はしっ
かりと覗き込まないと見えない部分でした。指
摘を受けて初めて自分の詰めの甘さに気づかさ
れたのです。また、たかが掃除、となめてかかっ
ていた自分がどこかにいた事も痛感しました。
坂田さんはそんな私の気持ちに気づいていたの
かもしれませんが、決してキツく言うのではな
く、笑顔で優しく諭すように教えてくれたのです。指摘されたのは、そのトイレのふち裏部
分だけだったのですが、「仕事は丁寧に、いつも笑顔で楽しく。」と教えていただいた気持ち
になりました。
　私は翌日から、こんな場所の汚れなんて誰も気にしないだろう・・・という甘い考えは捨てて、
いつでもお客様に見られているんだと強く意識しながら、お客様にキレイに清掃したお店を
喜んでいただきたいと感じるようになりました。
　坂田さんだけでなく、つくば店にいるたくさんの先輩方からは、日々さまざまな事を学ば
せて頂いています。「仕事は丁寧に、いつも笑顔で楽しく。」これは私がこのつくば店で得た
大切な教訓です。先輩方から学んだことを自分の糧とするとともに、多くの方にも伝えるこ
とが出来たら良いな・・・と思いながら仕事に励んでいます。
　これは私の中で日々更新されているエピソードです。

私も入社したての頃は覚える事や初めての事が多く、リーダーの小森さんをはじめ諸先
輩の方々にたくさん教えていただき今日に至っています。
小さい汚れでも場所によっては大きな汚れに見えますし、私達にとって小さな汚れもお
客様の目には大きな汚れとして映る事もあると思います。私達の仕事はキレイに清掃す
ることだと思いますし、お客様に気持ち良く使っていただければ何よりの喜びです。
まだまだ至らない事もたくさんありますが、今後ともリーダーやスタッフの方々にご指
導いただきながら頑張っていきたいと思っています。

マルハンつくば店 早朝清掃スタッフ 坂田広子さん
さか ひろた こ

坂田さん、三河さん、いつもありがとうございます。
坂田さんは本当にいつも優しく、笑顔で、そして暖かく私達と接してくれます。
つくば店の早朝清掃はそんな坂田さんの存在があるように、明るく思いやりのある皆さ
んに支えられています。12 月からは現リーダー小森さんに代わり三河さんがリーダー
を引き受けてくださる事になりました。小森さんや坂田さんが伝えてくれた教えを引き
継いで、これからもつくば店はお店も私達もピカピカに輝いていければよいと思ってい
ます。
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先輩方から学ぶ「仕事とは…」
マルハンつくば店　早朝清掃スタッフ

三河　桃子さん

つくば店早朝スタッフの皆さん

さかた ひろ こ

み かわもも こ

担当トレーナーコメント 総合建物管理事業部　第２ユニット　井上 善之さん
いのうえ よしゆき
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イズムの芽エピソード

主人公：マルハン岐阜六条店で働くスタッフ全員

マルハン岐阜六条店　CSキャストのコメント

マルハン岐阜六条店　CSキャスト
五十嵐 希未さん

　岐阜六条店では「新しい価値創り」をずっと追求してきましたが、私たち
清掃スタッフはその輪に飛び込む自信がなく、ごく普通の清掃スタッフになっ
ていました。私自身マルハンイズムの組織理念［共感参画型組織］という言
葉が大好きで、店舗スタッフの皆さんが私たちに歩み寄ってくれているのに、
このままではいけないという思いから「クリスタルアート」という店舗の窓
ガラスに私たちシャイニングキャストの等身大をスプレーで形とり、「私たち
がゲストの皆さまを真心こめてお出迎え、そして心地よく過ごして頂くため
に清掃しております。」という紹介をさせて頂きました。この試みは、店舗ス
タッフの皆さんと清掃スタッフが協力し「店舗一体」になり、多くのゲスト
に「クリスタルアート」を通して感謝の気持ちを伝える事が出来ました。
　清掃スタッフが取組んでいる間は、店舗スタッフの皆さんがトイレチェッ
クやホール内の清掃等を助けて頂き、私はあの時の感謝の気持ちとともに一生の思い出として残るこ
とでしょう。
　今では店舗スタッフの皆さんと同じ目線でゲストに快適空間を提供できるように「遊技中のお客様
の応対」「島中清掃」等、他店舗ではやっていないゲストに繋がる事をやらせて頂いています。色々
な事を経験させて頂き視野も広がり、以前の私たちでは気付けなかった部分もたくさん気付けるよう
になり、失敗を恐れず行動した結果、自分自身が成長する事が出来ました。

　「店舗一体」となりゲストをお出迎えする事の出来るマルハン岐阜六
条店で働いていることを誇りに思います。また、チャンスを与えて下さっ
たマルハン様に感謝を忘れず、これからも自ら考え、自ら行動できる清
掃スタッフ（シャイニングキャスト）でありたいと思います。
　最近では、トイレに季節感のある装飾をしています。ゲストに少しで
も安らぎを提供できたら、目で見て楽しんでもらえたらという気持ちで
取り組んでいます。

　当店のトイレはいつも季節感のある装飾品が飾られています。
　それは永田さんが一つ一つ丁寧に手作りしたもので、お客様に目で見て楽し
んでいただきたいという想いが込められています。手間もかかり時間の創出が
しづらい事もあると思いますが、永田さんは少しも辛い顔を見せず「お客様の
ため」「お店のため」「共に働く仲間のため」と笑顔でベストを追求しています。
永田さんの想いと行動はお店全体に伝わり、素敵な影響の輪を広げています。

マルハン岐阜六条店　CSキャスト　五十嵐希未さん
いがらし のぞみ

『シャイニングの新しい価値創り』
マルハン岐阜六条店　シャイニングキャスト

永田  早都子さん

クリスタルアート

シャイニングキャストの仲間
左から　永田さん・笹田さん・

北さん・山下さん

寄稿者：マルハン岐阜六条店　シャイニングキャスト　永田  早都子さん
なが た さ こと

左から　堀江マネージャー
宿南マネージャー　今井店長

　当店のシャイニングキャストは清掃の枠を超え、様々な新しい取り組みに挑
戦しています。そんなシャイニングキャストの中心となって行動してくれてい
るのが永田さんです。
　永田さんは言われた事だけではなくゲストが喜ぶことを自ら考え、エピソー
ド以外にも、ゲストトイレに自作のウェルカムボードを設置したり、清掃道具
にも季節に合わせたデコレーションを施すなど、今日もマルハンスタッフと共
に業界を変えるために行動してくれています。

※シャイニングキャスト（清掃スタッフ呼称）
～私たちは、最高の笑顔で輝き、お客様の笑顔を輝かせ、キラキラ輝いた空間を演出する。

マルハン岐阜六条店　マネージャーのコメント マルハン岐阜六条店　マネージャー　宿南裕介さん
しゅくなみゆうすけ



“省エネせずに”電気代を安くしよう！“省エネせずに”電気代を安くしよう！知って
得する

!知って
得する

!

省エネは結構やってるし、電化製品は最近買い換えて節電タイプになったし、照明も LEDに
変えたしこれ以上電気代は下がらないよ・・・と思っているご家庭にひと工夫！！  
 
【電力量の契約量（アンペア数）や電化製品の使用アンペア数を見直してみましょう】  
最新家電は省エネタイプが主流なので、電力使用量は減っているかもしれませんね。

ご家庭で使っている電化製品のアンペア数を把握し、
同時に使うアンペア数を目安に契約アンペア数を見直す事が出来ます。

◆従量電灯B・C◆
昼間の在宅が多いご家庭や時間帯・曜日を気にせず電気を使いたい方に
おススメのスタンダードメニューです。

◆朝得プラン◆
深夜 1時から朝 9時までの時間帯がおトクになる料金設定です。
朝からアクティブに過ごす方におススメのメニューです。

◆夜得プラン◆
夜 9時から朝 5時までの時間帯がおトクになる料金設定です。
夜は、家でゆっくりと趣味の時間を過ごしたい、夜型生活の方におススメのメニューです。

◆半日お得プラン◆
夜 9時から朝 9時までの時間帯がおトクになる料金設定です。
朝に家事をかたづけて、夜は家でくつろいで過ごす方などにおススメのメニューです。

◆土日お得プラン◆
土日が一日中おトクになる料金設定です。
土日に在宅していることが多い方、土日にまとめて家事をされる方などに
おススメのメニューです。

※この例は東京電力のものを参考にしていますので、お住まいの地域の電力会社様のプランを参考に選んでください。

これから冬本番。エアコンやこたつなどの使用が増えるので、
ちょっとした工夫で節約につなげましょう！

電気機器
エアコン（10畳用）
液晶 TV（42型）

冷蔵庫（450L クラス）
掃除機
洗濯機

電子レンジ
IH炊飯器

目安のアンペア数
冷房 5.8A 暖房 6.5A
液晶 2.1A プラズマ4.9A

2.5A
10Ａ

洗濯 2A 乾燥 13A
15A
13A

電気機器
HI クッキングヒーター
電気カーペット（3畳用）

アイロン
ヘアドライヤー

こたつ
電球型蛍光灯
食洗機

目安のアンペア数
14A
8A
14A
12A
5A
1A
13A

例えば、５０Aを４０Aに変更するだけで毎月２７３円もおトクになります！

アンペア数

基本料金
10A

237 円
15A

409 円
20A

546 円
30A

819 円
40A

1,092 円
50A

1,365 円
60A

1,638 円

【電気の使い方別でお得なプランがあることもご存知でしたか？】  
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CHECK IT OUT!! ★チェキラッ★★チェキラッ★★チェキラッ★
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

総合建物管理事業部
第 1ユニット

し ば さとし

斯波　聡
　私がＭＭＩに中途入
社し、二年半が経過し
ました。
　総合建物管理事業部
第一ユニットの定期清
掃担当として業務を
行っております。
　第一ユニットの定期清掃部門はスタートして一年とまだ
まだ発展途上で、日々状況が変わっている状態ですが、そ
こに柔軟に対応し、何より一緒に働いているメンバーがＭ
ＭＩで仕事をしていて良かったなと思えるようにしていき
たいと考えております。
　私事ではありますが、先日結婚しました。そこで家族を
養う責任感と周りの人の助け・励まし・支えがなければ何
もできないのだなと再認識致しました。自分自身がもっと
成長し、知識と経験を積んで会社に貢献できるように努力
していく所存です。

前号のチェキラ社員（大木さん）からの質問
｢プライベートな時間で一番至福な時間は？｣
→奥さんと買い物に出かけるときです。
仕事が夜間業務なので平日は時間が合わないことがほとん
どです。
なので、休日に奥さんと出かける時間が至福のひとときで
す。

総合建物管理事業部
第 3ユニット　

いいじま よう こ

飯嶋　陽子
　私はＭＭＩに入社してから
主人、義母、父を続けて亡く
してしまいました。その都度
追い込まれた感じになり気分
が沈んでいましたが、仕事で
出会った皆さんからたくさん
の元気をいただき、乗り越え
る事ができました。とっても
感謝しています、ありがとう
ございました。
　今は母の介護に直面してい
て、辛い事があるとついつい弱音を口にしてしまったり、
自分の将来を考えて落ち込んでしまったり・・・そんな
時は、気分次第ですり寄ってくる猫に癒されています。
もちろん一緒に働く皆からもたくさん助けられ、笑顔を
忘れずに過ごせている事に日々感謝の気持ちでいっぱい
です。

前号のチェキラ社員（中山さん）からの質問
｢ＭＭＩに入って一番良かった事は？｣
→学生時代のように、たくさんの方々と知り合えたこと
です！
青春が再び甦り「美」と「若さ」を手に入れました♪

次号のチェキラ社員『下野絵美』さんへこれが聞きたい！
「理想の男性のタイプは？出来れば具体的にお答えください」

次号のチェキラ社員『加藤純一』さんへこれが聞きたい！
「お休みの日は何をしていますか？」

N E W SN E W S

トイレ産業展　出展！

　2014 年 11 月 12 日～ 14 日に東京ビッグサイトでアジア最大規模
のトイレ環境専門展示会「第 1 回トイレ産業展」が開催され、エム
エムインターナショナルで施工取扱いをしている「エデルステイン
コーティングシステム」を出展しました。
　開催期間 3 日間で名刺交換をした企業は 139 社。普段の営業活動
ではコンタクトすら取れないような大規模商業施設や官公庁、学校
などの施設管理に携わる多くの方と情報交換をする事が出来、今後
の営業活動を拡大させる大きな足掛かりとなりました。
　出展の計画・準備から運営までユニットの垣根を越えたプロジェ
クトメンバーが自発的に取組み、また共同出展という試みで協力会
社様との連携も強くなり、とても大きな経験となりました。

N E W SMM MM M



株式会社エムエムインターナショナル
〒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
03-3293-8686 03-3293-8687

編 集 後 記
新年おめでとうございます。今年もAMICI を通して楽しく明るい情報を皆さまにお届けいたします！

この AMICI もやっと一周年となりました。前任者が立ち上げたものを引き継いで、慣れないながらも頑張ってこられたのは、皆様の多
大なご協力のおかげです。
また、AMICI の編集に関わることで皆様の熱い想いに触れる機会をたくさん得られたことは、かけがえの無い経験となりました。この
1冊 1冊を皆さんが楽しみにしてくれるような誌面づくりに励んでまいります！！進化し続けるAMICI、楽しみにしてください！
経営管理部　経営企画ユニット　松本千絵　matsumoto@mmin-net.co.jp
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