
ワイズコム通信　９月号

{EMAIL}　様

========================================================

初めての方には突然のメール大変失礼致します。

このメールは吉岡もしくは当社の社員が名刺交換させて頂いた方

また資料請求を頂いた方に配信させていただいております。

========================================================

こんにちは！　ワイズコム通信 『姫～る』 担当　赤松 （赤姫） です。

日中は、 まだまだ暑い日が続いていますが、 朝晩に感じる空気や風、

夜聴こえてくる虫の音に、 夏の終わりを感じますね。

セミやバッタ、 カマキリ達は、 残り少ない夏を惜しむかのよう

忙しそうに動き回っています。

心も身体も、 夏から秋へ、 バトンタッチ。

　　　　～　風を感じて、 リフレッシュ　～

◇◇◇　ＭＥＮＵ　◇◇◇

１　． 　エコドラのご紹介

２　． 　☆姫☆から、＜エコドラ体験＞　のご案内

３　． 　「姫シリーズ」 のご紹介

４　． 　知って得！使って納得！

５　． 　姫の 『お邪魔しま～す』

　　

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━　

　　　　　　　　　　１． エコドラ　のご紹介　　　

----------------------------------------------------------------　

いろいろなところで、 『エコ活動』 が始まっていますが、 身近に意識できるものの

ひとつとして、 エコ運転があげられます。

でも。。。 エコ運転って具体的にはどうしたらよいのでしょうか？

自分ではやってるつもりだけど、 実際どうなのか？を

エコドラ＜優しい運転を学べる＞を使って、 試してみませんか？

モニターに写しだされる映像を前に、 いつもの運転をしてもらうことで、

アクセル操作と燃費をグラフで表示してエコドライブ度を診断 ・ アドバイス

します。

アドバイスをもとに再度走行し、” エコ運転” を心がけてもらうことで

” エコドライブ度” の向上を目指します。

今の自分の運転を知り、 明日からの運転を意識することで

ＣＯ２削減はもちろんのこと、 経費節減　＝　安全運転　の効果が

あるはずです。 　

エコ運転を心がけることで、 燃費は３割程度軽減させるといわれています。

複数台の車を維持している企業や、 施設では、 社員が意識することで

経費削減はもちろん、 各個人の意識がたかまることで安全運転になり

事故も減るはずです。

貴社の車の保有台数を入力すると、 エコドライブ運転をした場合

どのくらいの削減になるのかを数値でみせてくれます。

http://www.ecodrivejp.com/contest2009/

ワイズコムでは、 あなたの運転をエコドライブ判定します。

詳しくはこちら！

http://www.y-scom.co.jp/eco/

さあ、 あなたは 「エコ運転」　できてますか？

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━　

　　　　　　　☆姫☆から、＜　エコドラ体験　＞　の　ご案内　

---------------------------------------------------------------

　～　” 残暑” 厳しい朝の給湯室にて　～　

黄姫　=>　ワイズコムで 「エコドラ」 始めることになってから、 どうも” エコ” が

　　　　　気になって気になって。。。

青姫　=>　普段、 運転している時も、 これでいいのかなあ？って考えちゃうよ。

赤姫　=>　そうそう。 メカ音痴だから、 具体的にどうすればいいのか？

　　　　　　分からなくて。

青姫　=>　エコドラ体験してみたら、 実際自分の運転はどうなのかが

　　　　　　分かるんだよね。

　　　　　

黄姫　=>　画面を見ながら実際にハンドル持って運転するとちょっとゲーム感覚で

　　　　　　肩肘はらずに、 楽しめそう。

赤姫　=>　正しいと思っていた運転の仕方が実はＣＯ２多く出してたりして。。。

　　　　　　久々のドキドキ体験だわ。

青姫　=>　エコ運転　＝　安全運転　の意識をもって、 自分たちからできることを

　　　　　　やってみよう！

黄姫　=>　楽しみ！楽しみ！社長に一番で予約しちゃお～っと。

赤姫＆青姫　=>　あっ　ずるーい！！！　

ブログもやってま～す。

Ｙ’ｓCOM　の日々のことを、 姫がかわるがわる書いていますので

是非ご覧ください。

http://ameblo.jp/y-scom

Ｙ’ｓCOM のキャラクター 『姫』 をよろしくお願いいたします。

実は 『姫』 は三姉妹？！姫をクリック！クリック！

http://www.y-scom.co.jp/product.html

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｂｙ　三姉妹

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━　

　　　　　　　　　　３． 「姫シリーズ」 のご紹介　　　

----------------------------------------------------------------　

各業種毎に必要な帳票や集計機能を実装した 「姫シリーズ」 をご用意しています。

他のパッケージソフトとは異なり、 お客さまのご要望に合わせた帳票レイアウト＆

集計はもちろんのこと、 日々パソコンを使われる方が、 より簡単にストレスなく

システムを利用できるよう貴社向けのオリジナルにカスタマイズしていきます。

ほぼ毎日使われるシステムですから、” システムに使われる” のではなく

” 使えるシステム” をご提供できたら嬉しいです。

もちろん、 姫が丁寧にサポートしてまいりますのでお気軽にお問い合わせください。

◆小売業向けソフト　　→　輝き姫

http://www.y-scom.co.jp/demo/kagayakihime.html

◆運送業向けソフト　　→　運び姫

http://www.y-scom.co.jp/demo/hakobihime.html

◆製造業向けソフト　　→　鋼姫

http://www.y-scom.co.jp/demo/haganehime.html

◆鈑金塗装業向けソフト　→　匠み姫

http://www.y-scom.co.jp/demo/takumihime.html

◆製本業向けソフト　→　紙工姫

http://www.y-scom.co.jp/demo/hime.html

◆給食弁当業向けソフト　→　食彩姫

http://www.y-scom.co.jp/demo/shokusaihime.html

◆不動産業向けソフト　→　ホ～ム姫　

http://www.y-scom.co.jp/demo/homehime.html

◆幼稚園向けソフト　→　園姫

http://www.y-scom.co.jp/demo/sonokahime.html

◆レンタル業向けソフト　→　レンタ姫

◆旅行案内所向けソフト　→　旅勧姫

◆配本業向けソフト　→　配り姫

◆メール配信ソフト　→　メール姫

http://www.y-scom.co.jp/product.html

ご相談だけでも構いません。 まずはお気軽にお問い合わせください。

　　　　　　　　　　　E_MAIL ： hime@y-scom.co.jp

　　　　　　　　　　　T　E　L ： ０５０－７５１９－９８５５

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

                       ４． 知って得！使って納得！

----------------------------------------------------------------

■　グループウェア

----------------------------------------------------------------

グループウェアってご存知ですか？

会社等で、 出退勤管理はもちろんのこと、 スケジュール管理、 伝言板、

掲示板等を管理していけるソフトウェアのことです。

私たち姫も、 このグループウェアをつかって、 出退勤時間を登録したり

お互いのスケジュール確認したり、 日々の連絡事項や、 意見などを

交換する場所として使っています。

オープンソース採用で！無料でダウンロードできますので

興味のある方はぜひこちらをご覧ください。

http://aipostyle.com/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━　

　　　　　　　　　　５． 姫の　『　お邪魔しま～す　』　

----------------------------------------------------------------

今回は、 広島県福山市にあります 「株式会社ラックス様」 にお伺いしてきました。

まず姫が印象的だったのは、 チャレンジ精神旺盛な社長の熱い想いからでる

ユニークな発想とパワーでした。

ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、

数年前、 長さ５メートルの飛行船に、 カメラとパソコンをのせ、 リモート

コントロールで写真を撮るといったユニークな発想を想いつき、 時間をかけて

実現化した時のお話を伺って、

企業ポリシーの　『ＢＩＧな会社より　HERO　な会社を目指すこと』

という想いが、 よく伝わってきました。

（株） ラックス様は、 ビルやマンション、 学校、 工場などの建物の改修を専門に

されていて、 広島を拠点に、 関東方面等、 幅広い地域での実績があります。

改修 ・ メンテナンスに特化した経験と、 専門的な知識と技術で、 ISO　9001 ： 2000 も

取得されていて、

ＥＣＯ活動 ： 　チームマイナス６％　→　　http://www.team-6.jp/

にも積極的に参加されています。

ＥＣＯ活動のひとつとして、 姫が気になったのは、 「屋上緑化」。

温度差 ・ 乾燥 ・ 強風等で植物が生育しにくい屋上では、 芝に比べて手入れが

簡単な 「セダム」 という多肉植物が適しているそうです。

屋上緑化することで

■熱負荷を軽減による光熱費削減。

■「緑」 の力で、Ｃｏ２削減。

そして、 屋上緑化することで、 一人ひとりが環境へ配慮する気持ちが高まり、

より一層のエコ活動を進めていくことができるのでは！とのことでした。 　

他にも、 建物の強度診断はもちろん、 耐震工事、 アスベスト対策、

介護用リフォーム等の” 環境配慮対策工事” を多く手掛けていく中で、

昨今の少子高齢化に伴い自宅だけのリフォームではなく、 職場や公共施設等

でも、 ユニバーサルデザインを意識した建物の必要性も強く語っていただきました。

そんな （株） ラックス様とは、 既存システムの改良＆メンテナンスのサポートで

お付き合いさせて頂いております。

時の流れに合わせ、 素早くシステムを改良し、 より使いやすいものに！という

社長の前向きな姿勢が伝わってきます。

今後、 より幅広い地域での実績を重ねていくために！という想いを現実に

するために、 より動きやすい、 使いやすいシステムをご提案していくことを

お話させて頂きました。

最初から最後まで、 明るく、 そしてパワフルにお話して頂いて、 楽しく

有意義な時間を過ごさせていただきました。

　　　　☆　株式会社　ラックス　☆

　　　　　　http://www.lucks.tv/

お忙しいところお時間いただき、 ありがとうございました。

姫の恋文　 ： 　http://www.y-scom.co.jp/himeletter.html

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━　

　　　” 姫” の話に、 最後までお付き合い頂きありがとございました。

　　　次回もどうぞお付き合いください。 よろしくお願いいたします。

────────────────────────────────────

　　　　　　　　　▼送信停止は遠慮なくお願いします▼

　このメールは吉岡もしくは当社の社員が名刺交換させて頂いた方、

　また資料請求を　いただいた方に配信させていただいております。

　今後メールが不要な方は、 お手数ですが、 件名に 「送信不要」 として

　返信頂きますようお願いいたします。 　　

────────────────────────────────────
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