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みなさま、GWはいかがお過ごしだったでしょうか？
私はサファリパークにいってきました。久々に行って、サファ
リパークというシステムはすごいと改めて思いました。
自分の車で入っていって、ドアの向こうはすぐ猛獣って怖い
ですよね。息子は、シマウマとキリンに興奮していました。

　今月号では、本年度入社した新入社員をご紹
介しました。一人ひとりの人柄や経験、考え方な
どは伝わりましたでしょうか。
　多くの会社のコーポレートサイトには、採用
ページがあり、社員の写真やプロフィール、趣味・
特技などを載せています。これは、どのような社員
が働いているのかを伝えることで社風なども伝え
ようとしています。
　集客においても採用と同じようにお客さまは、
取引先に対してどのような会社かを気にします。
今回は、社員から社外への発信についてお話します。
　以前、「商品やサービスは伝わっているが、社員
や会社の考え方が伝わっていない」というような
ことを書かせていただきました。社員からの発信
を効果的に行うことで興味と信頼を持っていただ
けることへとつながります。
　その効果として下記が挙げられます。
・社員の顔が掲載しているサイトは単純に目を   
　引く効果がある
・お付き合いのあるお客さまは、担当者が登　
　場しているだけで目を止めていただける
・経歴だけでなく、人柄が伝わり親しみやすい
・技術的な取り組みやサービスの発信も顔が
　出ていると安心できる

　匿名者の発信より実名、顔が見えない発信より
顔が見えるものがより効果的です。スーパーや飲
食店などで見かける「岡山県、村上農場の村上さん

東京都調布市

　システム開発事業部の千葉です。
　今回は、私の住んでいる調布市をご紹介させて
頂きます。

1）水木しげるのゆかりの地　調布
　調布市は、２０１０年度にNHK連続テレビ小
説にて放送されたドラマ「ゲゲゲの女房」の舞台
となった町です。映画にもなった作品ですので、聞
いた事がある方も多いかのではないでしょうか。
　漫画家水木しげるさんのゆかりの地という事も
あり、商店街には鬼太郎とその仲間たちのモニュ
メントが立ち並んでいます。
　ドラマの放送後、観光に訪れる方が増えたの
か、町を歩いていると、時折記念撮影をしている
方を見かけます。

２）深大寺そば
　食べ物では深大寺そばが有名です。深大寺周
辺には専門店が立ち並び、週末は観光客で賑
わっています。このゴールデンウィークで、私もき
のこそばを頂いてきました。

　店の前の看板の写真がおいしそうだったので、
雀のお宿というお店に入ってみました。そばの風
味とたっぷりのきのこを楽しみたいなら一押しです。
雀のお宿
〒182-0017 東京都調布市深大寺元町５丁目１５-１

３）多摩川河川敷の花火大会
　多摩川河川敷では、毎年夏に花火大会が行わ
れています。当日は京王線も臨時ダイヤが組まれ、
河川敷へ向かう道が人で溢れかえるほど、当日は
賑います。
　私も一昨年には河川敷まで見に行きましたが、
１万２０００発もの花火が打ち上げられる様は壮
観でした。

　交通の便もよく、新宿から京王線の特急を使え
ば１５分ほどで着きます。住んでよし、観光にもよ
しの調布市に、ぜひ立ち寄ってみて下さい。

が育てた村上鳥です」と記載され、笑顔で写って
いる生産者の顔。これは、まさに商品だけではな
く、思いや生産者の人柄を伝えるために掲載して
います。
　実は、アイロベックスでも似たような取り組み
を行なっています。「システム開発ブログ」です。
　社員の写真とともに技術や取り組みの紹介を
しています。お問い合わせは、トップページからと
同等かそれ以上の効果をもたらしています。「○月
○日　○○さんが紹介していた件について詳しく
教えて欲しい」などお問い合わせを数多くいただ
いています。
　食品会社であれば、「私が麺の責任者です！梅
雨で湿気の多いこの時期は、水の加減に気を遣
います。当社の独特のコシのある麺を活かすも殺
すも自分次第と考えるとプレッシャーはあります
が、やりがいがあります。毎日ミリリットル単位で
戦っている私が作った麺をぜひ味わってみてくだ
さい。」など生産者の言葉で想いを記載すると、た
だ単に商品説明と写真を掲載しているものとは
違った印象を与えることができます。最近では多
くなりましたが、季節のおすすめアレンジなども効
果的です。
　まずは、一部の社員からでもいいので社員紹介
やブログなどでお客さまが日頃知りえない情報を
発信してみてください。

執筆：システム開発事業部
　　　千葉　鷹志

執筆：WEBコンサルティング部　
　　　村上 宜久

愛してやまない私の地元
東京都調布市をご紹介！

アイロベックスへようこそ！
新入社員をご紹介します！

愛してやまない私の地元愛してやまない私の地元

社長のひとこと
新入社員たちへ

▲ ゲゲゲの鬼太郎像

▲ 深大寺そば

▲ 雀のお宿　外観

社員から外部へ効果的に
情報を発信しよう

　



アイロベックス　新入社員のご紹介

学生時代に熱中したこと
　 学生時代に熱中したことは水泳です。夕方授業が終
ったら教室を駆け出して、自転車に乗ってプールへ通っ
たことは今でも覚えています。毎日800m泳ぐことを、
５カ月間続け、水の世界を楽しんでいました。
　 また履修していない自分が知らない分野の講義を聴
きに行きました。なぜかというと、まず心身をリラックス
しながら知識も広げられると思うからです。それによっ
て、知見が広がり、自分の変わるきっかけを見つけられ
るかも知れないからです。
アイロベックスへ入社しての抱負
　日本は初めてで、日本のマナーや習慣やルールなどが
よく分からず、最初はとても不安でした。しかし、この１カ
月、杉山社長と先輩達によって、不安もだんだん解消さ
れてきました。
　聴き取れない日本語も、先輩達が親切に何回も説明
してくれて、とても感謝しています。アイロベックスの一員
になれて本当に良かったです。
　大学の授業で少しプログラムを開発した経験があり
ましたが、１年ほど触っていないため思い出すのが大変です。
　これからまた新しい技術が出続けていますので、頑張
って勉強しているところです。
　どうぞよろしくお願いします。

学生時代に熱中したこと
　私が学生時代、特に熱中したことは、テニスコーチの
アルバイトです。老若男女問わず、様々な年代の方と交
流できることが一番の醍醐味であり、価値観が広まる良
い人生経験になりました。
　習いに来る方は、おしゃべりを楽しみにしている奥様方、
お子さんと様々ですが、中でも仕事が忙しい中、１週間
のこの時間を全力で取り組もうとする方々には胸を打
たれました。
　性別や年代、大人も子供も関係なく、共通の趣味を
持つことは、交友関係が広がる素晴らしい機会だと思い
ます。アイロベックスも、様々な業界の方 と々接する機会
がありますので、今からとても楽しみです！
アイロベックスへ入社しての抱負
　コンピューターを駆使し、『お客様のお悩みを解決で
きるってかっこいい！』という思いを抱き、入社いたしま
した。持ち前の向上心を全面に発揮して、将来的には、
会社や社員やお客様に、「あなたが必要」と言われるよ
うな人物になりたいと思っております。
　一日でも早く周りの先輩方に追いつき、プロフェッシ
ョナルな仕事ができるよう、精一杯勉強し続けていきま
すので、何卒よろしくお願いいたします。

学生時代に熱中したこと
　学生時代は、高校の演劇部の台本制作に携わってい
たことをきっかけとして、大学では小説を執筆するゼミ
に所属していました。初めて小説を書いたときは戸惑う
ことも多くありましたが、結果的に自分自身の内面を見
つめることができる貴重な経験となりました。
　また、小説は個人で制作するものですが、同期の作品
がそれぞれ違う個性を持ち、互いに良い影響を与え合
い、仲間と切磋琢磨したことでより一層力を注ぐことが
できたのだと感じています。このゼミで過ごしたことで教
授や仲間たちと出会い、大学４年間においてとても有意
義な時間を過ごすことができました。
アイロベックスへ入社しての抱負
　私は幼い頃から人を喜ばせることが好きでした。
　親や兄弟、友達など、今までは自分の周りにいる人に
対してでしたが、大学に入った時に初めて接客のアルバ
イトでお客さまのために活かしました。
　私は現在も相手を喜ばせたいと考えています。その相
手が同じ社内の人であれ、お客さまであれ、相手を思っ
て行動することが私の仕事のスタンスです。
　今後、その経験を活かすための冷静な洞察力をより
磨き、実行力を高めていくことが目標です。まだ色 と々不
慣れですが、皆様のお力を借りたいと考えています。
　そして自己を成長させ、是非その恩をお返ししていき
たいと思っていますので、何卒よろしくお願いいたします。

学生時代に熱中したこと
　学生時代に熱中したことはバスケットボールです。
　サークルに所属しており、サークル幹部を務めた際は
イベント企画の担当としてサークルの交流の場を作って
いました。バスケ自体は上手くはありませんがスポーツ
は何でも好きなので、大学主催のスポーツ大会にも毎
年出場していました。
　また、クレープ屋でアルバイトをしており、貯めたお金
で旅行とライブ遠征によく行っていました。九州四国中
国地方の観光地は結構制覇していると思います。4、5
時間の運転が普通になるほど遠出ばかりしていました。
熱中できることにものすごく行動力を発揮する性格です。
アイロベックスへ入社しての抱負
　将来は、開発・管理等全ての分野のプロフェッショナ
ルになり、社内外の方 と々強い信頼関係を築くことがで
きるような人間に成長したいです。そのために、今自分
にできることは何なのかを考え、受け身ではなく主体的
に行動することを心がけていきたいと思います。
　今はまだ技術もなく、勉強する毎日です。仕事の技術
面以外にも多くの研修を経験させていただいており、少
しでも早く会社に貢献できるよう学んだこと全てを自分
の力にしていきたいです。
　これからよろしくお願い致します。

新入社員たちへ

代表取締役社長  杉山 淳子

　みなさん、こんにちは。新人教育担当を務めるこ
とになりました岡部です。
　新入社員には７月から本格的に業務へ入っても
らうため、３カ月間会社のルール、ビジネスルール、
プログラミング等を教育しています。
    私なりに教育で気をつけていることは、常に気を
配り放置しないことです。我々社員にとって当たり
前のことでも彼らにとっては初めての事であり、分
からない事だらけだと思います。定期的に話しか
け、コミュニケーションをとることで環境に慣れても
らうように心がけています。
   アイロベックスではコミュニケーションの一環と
して、"先輩詣 "を行っております。先輩詣とは、新
入社員が先輩社員へ何でも好き放題質問をぶつけ
ることが可能なインタビューです。様々な先輩と交
流をもつことができたり、先輩たちの仕事やプライ
ベートなど何でも聞くことができ、勉強になります。
インタビュー終了後にレポートを書くので、議事録
の練習としても役立ちます。
　他には、弊社の日報管理システム "XziNet"を使
用して毎日日報を書いています。日報では、報告・
連絡・相談の極意が学べます。毎日教育担当が日
報をチェックしコメントを入れ、確認事項や報告の
仕方についての指摘等行っております。その甲斐
あってかここ１カ月で彼らの報告精度は飛躍的に
上がりました。

　私も毎日日報を読んで指摘したり、口頭で注意し
たりするのですが、注意する際にもただミスを指摘
するのではなく、なぜ注意されたのか理由や原因を
伝えるようにしています。
    細かいことにも「まぁいいや」と思わずに丁寧に
教え、教育期間で学んだことが業務に活かされるよ
うに日々努めています。
    １年後は彼らも先輩社員ですし、上司先輩から
良いところを盗めるだけ盗んで成長してもらいたい
です。
    素晴らしいアイロベックス社員に育つように、教
育担当者一同、一丸となって残り２カ月間を教育し
ていきたいと思います。

　新入社員が入社してきました。
　先輩たちは皆、自分達が仕事を始めた頃のことを
思い出すようです。
　何も知らなかった若かったあの頃。それに比べて
今は、確実にできることが増えている！感謝と同時
に自信が溢れてきます。
　しかし、同時にあのときの新鮮な気持ち、ドキド
キしていた毎日がいつの間にか失われてしまってい
ることにも気づきます。
　会社に入社するのは、結婚と同じと言われること
があります。新婚当時のドキドキを維持しながら、マ
ンネリ化しないように、自分が成長しながら会社を
引っ張っていくんだという気持ちが求められます。
　私はいつも思い出します。入社して初めてお客さ
まとの打ち合わせに出席したときのこと。飛び交う
言葉が何ひとつ理解できなかったこと。先輩たちが
偉く格好よくまぶしく見えたあの日のことを。

　それからは、少しでも早く一人前になろう、なりた
いとそればかり考えていました。
　学び続けることこそがこれからの貴方の仕事。プ
ロフェッショナルとはそういうものです。
　そして学び続けることの大切さやその習慣を身に
付けさせてあげることが先輩たちの最初の使命と
なるのです。
　千里の道も一歩から。
　ここが始まりです。目指せ ITプロフェッショナル。

新人教育が始まりました 執筆：岡部 将宏

▲ 代表杉山と入社当日の1枚

入社おめでとうございます！
　アイロベックスに入社してきた新しい仲間たち、新入社員４名をご紹介します。女性３
名、男性１名という割合でやや男性が押され気味ですが、毎日早く仕事を覚えるよう頑
張っています。

　そんな４名に「アイロベックスへ入社しての抱負」、「学生時代に熱中したこと」などを
聞きました。

　４月より社会人となり、まだまだ戸惑いもたくさんあると思います。自分が働きやすい
環境を作り、規則正しい生活を心がけてこれから一緒に元気よく働いていきましょう！

新入社員研修

アイロベックスの歴史、業務内容や就業規則など
会社全般のことを学びます。

ビジネスマナー研修

社会人としてのビジネスマインド、報連相、名刺の渡し方、
訪問や来客時のマナーを学びます。

電話対応

電話の使い方や、対応の仕方を習い、教育担当と練習を
します。社内での抜き打ちテストに合格したら、いよいよ
電話をとってもらいます。

HTML講習

HTMLの基礎であるXHTMLやCSSの考え方、tableタグ
やformタグなどを指導します。最後には自分一人でお問
い合わせページを作成します。

SQL講習

SQL文の基礎を課題を通して学んでいきます。

セキュリティ講習

システム開発を行う上で、自社の情報だけではなくお客様の
情報を扱う場面がたくさんあります。
セキュリティ講習では、セキュリティ脅威に対する対処法や
各社員が心がけるべきことを学びます。

PHP講習

プログラムの基礎を知るため、お問い合わせフォームや
カレンダーを実際に作成していきます。

価値観教育

アイロベックス社員として理念を共有していくための
物の見方、考え方を学びます。

４月の教育スケジュール

5月の教育スケジュール

▲ 講習を受ける新人たち　講師は千葉▲ 指導する岡部

▲ 日報管理システム　XziNet ▲ 日報入力画面


