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2012年3月13日 火曜日発行
「今月の知ってるつもり」
がん ぶつ そう

し

玩物喪志

嗜好にとらわれて、肝心な本心を忘れてしまう
こと。
また、枝葉末節に力を入れすぎて習得す
べき根幹となる重要な事柄を見失う意。

topics

小ロットの印刷ならイソップ企画にお任せください！
チラシ・ハガキ オンデマンド印刷

パンフレット

クリアファイル

少部数のチラシ・ハガキの印刷を格安で
提供！オンデマンド印刷だから早い！

少部数のパンフレットを格安で印刷します。
オンデマンド印刷だから短納期！

オリジナルクリアファイルを100枚から！
ノベルティ・粗品にも最適！

100枚 ￥1,600〜
（モノクロ）

10部4頁 ¥1,496〜
（モノクロ）

100枚 A4サイズ ￥70,000〜

オンデマンド印刷

【企画・編集・発行】
株式会社イソップ企画
（ナンバプラザビル9F）【TEL】
06-6632-0234 【FAX】
06-6632-0232 【e-mail】
info@aesopnet.co.jp 【HP】
http://www.aesopnet.co.jp/

ごあいさつ

セクション紹介

いつもお世話になっております。
イソップ企画（ナ
ンバプラザビル9F）の永井です。
3月1日から始まった奈良のお水取りも14日でクラ
イマックスを迎え、
ようやく関西にも春の兆しが訪れ
てまいります。
昨 年 の 今 頃 は 深 刻 化 する 東 日 本 大 震 災 の
ニュースが連日にわたり報道され、世界中がその惨
状に驚き、嘆き、悲しみ、泣き、憂いた日々でした。あ
れから1年。阪神淡路大震災で同じ痛みを知る関
西から日本を盛り上げていくことが、復興の兆しへ
つながると信じてがんばってまいりましょう！
新社会人のみなさん、
おめでとう！
とにもかくにもまずはこれから。

企画制作室

インフォメーションデザイン

ホームページ制作はもちろん、
スマートフォンのモバ

詳しくは

イルサイトから、
デジタルカタログやシステム開発に

至るまで、
あらゆるソリューションサービスに精通する
我が社のインフォメーションデザインチーム。今人気

のFacebookページの制作もまかせて安心。若い

柔軟な発想と、
ポイントをはずさない論理的思考で、
効果的なIT戦略を実現します。

TEL. 06-6632-0234 まで

ホームページからも簡単・らくらく注文

http://aesopnet.co.jp/portal/

オンデマンド
印刷で
価格も安価

イソップ企画のソーシャルメディア公式アカウント

コミュニケーションは
「ホウレンソウ」
で

株式会社イソップ企画

イショップ（AEShop)

http://www.facebok.com/aesopnet

http://www.facebook.com/AEShop.net

イショップ（@aeshop2011)

どうしていいか分からない問題を上司や先輩に対し

ノベルティ・ギフト・景品・粗品のお得情報
が満載！

イソップ企画
（＠aesopnet)

http://twitter.com/aeshop2011

http://twitter.com/aesopnet

販促やブランディングなどにおいて、WEB
や紙媒体、
イベントなど様々な媒体を活用
したプロモーションを行います。

社会人として必ず必要になってくるのが、
コミュニケーションの基本「ホウレンソウ
（報告・連

絡・相談）」。新社会人のルーキーなら
「青野菜でコミュニケーション？」
と思うかもしれません。

ところが、5年、10年と社会経験を積んできた中堅どころでも、
この
「ホウレンソウ」
を知らない

販促品・ノベルティ・景品・粗品・ギフト商品を
たくさん扱っています。思わず目からウロコ
な商品がいっぱい！

（できない）人が少なくないとか。新年度を迎えるこの機会に、
身に付けてみませんか？
ホウ

レン

報告

ソウ

連絡

現在の状態を上司に説明すること。
まず結論を言

相談

「報告」
と混同しがちですが、
こちらは事実を伝えるも

い、
それから経過説明を行うのがベストです。
これ

のです。勤怠に関することや、会議に関することな

てたずね、
その解決を図ります。
実はこの
「相談」
がで

はいいかな？、
この場合はするのかな？、
なんて迷う

ど。上司に限らず、同僚や社内間における情報の共

きるか否かで、
コミュニケーション能力の高低が露見

前に全てありのままを報告しましょう。ダブっても

有もこれにあたります。
複数人にメールで…というこ

します。
また相談される側も、
疑問や悩みをかかえて

報告する…という癖をつけることが、
コミュニケー

とも多いようですが、
可能な限り口頭で補足するよう

いないか…など、
部下に対する管理能力が問われる

ション能力を高める早道です。

に努めましょう。

ものでもあります。

公式ブログ

今やコミュニケーション能力は、転職したり、独立したりする上でも、
まっさきに求められる能力です。
その基本とされる

「ホウレンソウ」
はいわば立派な武器。
しっかり身に付けていれば、
どんな社会の荒波にあっても生きていけます。
新社会人のみなさんもそうでない方も、習慣化するまでマスターしていきましょう！
ま ご の
手
の ゴ マ

その⑤

どろぼうのはじまり

さあ、
もうすぐ年に一度の「嘘をついてもいい日」がやってき
ます。今年はたまたま日曜日にあたり、企業や観光地発信の大
掛かりな仕掛けが用意されていそうな気配。
そもそもこのエイプリルフールの起源は不明で、いつどこ
でつくられ、習慣化されたのかもわかっていません。それでも
これほど世界的に広まった背景には、情報化社会の発展が

あげられます。
ということはつまり、TwitterやFacebookを
はじめとするSNS隆盛のこの時勢において、
これほど相性の
いい日はないともいえます。なにしろ扱うモノは「情報」のみ。
今なら個人でも企業でも誰でも簡単に発信でき、参加するこ
とが可能です。
「どろぼうのはじまり」
と諭される 嘘 ですが、
かつてBBCが
嘘報道した
「ビッグベンのデジタル化」
（2008年）
など、罪のな
いいたずらを楽しむ催しとして積極的に参加してみてはいかが
でしょう。

集客・売上を上げるための施策をつぶやいて
おります。
お聞き逃さずに！

編集後記

スタッフブログ

ショップブログ

当社のスタッフの販促ワザを
ブログで公開！

イショップの店長永井が、
オススメ
商品の魅力を語っております。

http://aesop.sakura.ne.jp/aesop̲staﬀblog/

http://blog.aesop.shop-pro.jp/

今月の担当：永井

3月といえば「卒業式」。
この時期になると青春時代の思
い出が甦る方も多いのでは▼青春時代をウィキペディア
で紐解くと
「人生のうちで一番活力があり、輝いているとさ
れている
『青春期』の時期」
とある▼久々に押入れの奥か
ら卒業アルバムを引っ張り出し、当時の活力と輝きを思い
返すのも悪くない▼「卒業ま〜での…」早くも森田公一と
トップギャランの名曲が頭の中に流れ出してきた。
（笑）

お問い合わせ・質問大歓迎です。『まごの手プレス』への
お気軽にお電話ください。
ご感想も
TEL
FAX

06-6632-0234

お待ちして
おります♪

06-6632-0232

E-mail info@aesopnet.co.jp
URL http://www.aesopnet.co.jp/

株式会社 イソップ企画

永井
イソップ企画

〒556-0016 大阪市浪速区元町1-5-7 ナンバプラザビル9F

検索
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