
「それ!お客様と友達のような関係を築く事を常に
考えています。お客様だけでなく、普段の生活でも
同じだと思うんですよ。基本ですけど、それを最大
限に活かしていきたいなと思っています。」
「とても大事なことですね。」

「では、営業部松村さんとしての最後の質問になり
ます。松村さんの目標を教えてください。」
「早く一人前になって、皆さんから頼られるように
なりたいですね。」
「松村さんの目指す一人前って、どんなイメージで
すか？」
「目標としている人たちがいて、それは社長とか営
業部の人達のことなんですけど、一緒に仕事をし
ているとやっぱりすごいな、と思うことがたくさんあっ
て、その人達に追いつくことが今の目標です。」
「ありがとうございました!まだまだ終わりませんよ!次
は松村さんの素顔を暴いていきます!!」
「なんでも聞いて!俺オープンでフェアやから（笑）」

株式会社ミガロ
本         社　〒556-0017　大阪市浪速区湊町2-1-57　難波サンケイビル13F　　　TEL：06-6631-8601
東京事業所　〒106-0041　港区麻布台1-4-3　  エグゼクティブタワー麻布台11F  TEL：03-5573-8601
URL：http://www.migaro.co.jp/
編集長：薬師 尚之　　編集メンバー：廣瀬 妙子，岡林 優，清水 孝将 毎月第3金曜日はMIGNAVIの日!!

編集長薬師（以下　薬）「MIGNAVIの社員特集第1弾は
大阪に帰ってきた営業部期待のエース、松村さんです!
まずは営業部としての松村さんにインタビューしていきま
す。よろしくお願いします!」

松村さん（以下　松）「なんでやねん（笑）こちらこそ、社
員特集第1弾を良いスタートにしたいと思っています。よ
ろしくお願いします。」
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次のページでも松村さん
特集は続きます!

記録、写真撮影：廣瀬

「あ、それ研修期間中にやりました!」
「それ!お客様と友達のような関係を築く事を常に
考えています。お客様だけでなく、普段の生活でも
同じだと思うんですよ。基本ですけど、それを最大
限に活かしていきたいなと思っています。」
「とても大事なことですね。
では、営業課松村さんとしての最後の質問になり
ます。松村さんの目標を教えてください。」
「早く一人前になって、皆さんから頼られるように
なりたいですね。」
「松村さんの目指す一人前って、どんなイメージで
すか?」
「目標としている人達がいて、それは社長とか営業
課の人達のことなんですけど、一緒に仕事をして
いるとやっぱりすごいなと思うことがたくさんあって、
その人達に追いつくことが今の目標です。」
「ありがとうございました!まだまだ終わりませんよ!次
は松村さんの素顔を暴いていきます!!」
「なんでも聞いて!オープンでフェアに答えるから!
（笑）」
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「今まではインタビューする側だったと思いますが、
される側になってみてどうですか？」
「何を聞かれるのかすごく緊張しました。でもアドリブ
で勝負するから!!」
「さすが営業課期待の星ですね!それではさっそく本
題に入りたいと思います。今年から大阪に戻って来
られましたが、環境は変わりましたか？」
「東京では一人暮らしをしていたので、家事がすごく
大変でした。今は実家なので、改めて親のありがた
みがわかりましたね。」
「仕事が終わってから家事をやるのってすごく大変
ですもんね。質問は変わりますが、初めてお客様に
一人で訪問されたときはどうでした?」
「めちゃめちゃ緊張しましたよ。台本も作っていきま
したけど、それを読むだけになってしまって...大根役
者ならぬ大根営業ですね（笑）」
「（笑）今はもう慣れましたか？」
「さすがに少しは慣れましたよ～。」
「営業される時に心がけている事を教えてください!」
「お客様と仲良くなるために、いつも会う前に話題を
探していくことですね。最初からいきなり商談を持ち
かけるのではなくて、初めは共通の話題を探したりし
て、お客様と打ち解けることを心がけています。」
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『アドリブで勝負』
            ～営業課　松村 秀男が答える～

編集長薬師（以下　薬）「MIGNAVIの社員特集第1弾は
大阪に帰ってきた営業課期待の星、松村さんです!ま
ずは営業課としての松村さんにインタビューしていきま
す。よろしくお願いします!」
松村さん（以下　松）「期待の星って（笑）こちらこそ、
MIGNAVI社員特集第1弾を良いスタートにしたいと思っ
ています。よろしくお願いします。」
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次のページでも松村さん
特集は続きます!

写真撮影：廣瀬

～帰ってきた社員特集～

インタビュアー：薬師

RAD事業部　営業課　松村 秀男
今年、東京から大阪に配属となった営業課期待の星。ムードメーカー
であったり、分け隔てなく人と接するところが「営業向きだ」と周りの社員
は言う。前年度社内報『MIGZINE』の編集長を務めていた。



～地球を救います～
800個のキャップをゴミとして焼却すると7,5ｇの二酸化炭素が発生します。
しかし、これらをリサイクルすることで地球温暖化の防止につなげることができます。
～世界の子供たちを救います～
キャップは800個で20円になり、その20円で1つのポリオワクチンを購入できます。
そのワクチンが世界中に送られ、世界中の子供たちを救います。
800個のキャップで1人の命を救えるのです!!
興味を持たれた方は一度是非「愛のエコキャップ運動」のホームページをご覧下さい!
<<「愛のエコキャップ運動」NPO法人エコキャップ推進ネットワーク>>
URL：http://ecocap-npo.jp/

NPO法人エコキャップ推進ネットワークの「愛のエコキャップ運動」という活動をご存
知でしょうか？エコキャップ運動とは、ゴミとして捨てられているペットボトルのキャップを
集め、リサイクル業者へ売却、そのお金でワクチンを購入し、それを世界の子供たちへ
送り届ける活動のことです。現在首都圏を中心に少しずつ広がっており、ミガロでも今年
7月からキャップを集めています。その結果、現在までで約900個のキャップを集めるこ
とができました。

バクッ!!ハトさんたちが日陰に．．．

この日も暑い一日でした。

部署は違えど、...

楽しくランチ☆

パスタのお味は？

まずは１枚☆　ｲｪｲ♪笑

山本部長&RAD事業部&
総務・経理部&システム事業部

2008年を象徴する一大イベントと言えば、そう!先月８日に開幕した北京オリンピック。
今年もスポーツ選手の熱いドラマにハラハラドキドキ、そして感動に溢れたオリンピックでしたね!
今回はそんなオリンピック情報を開催したばかりの北京オリンピック（「今」）と44年前に日本で開催された
東京オリンピック（「昔」）をピックアップし、皆さんへお届けします!!

　　　　　　　　今から44年前の10月に日本初、そしてアジア初のオリンピックが東京で
　　　　　　　　開催されました（東京オリンピック）。初物尽くしのこの大会、オリンピッ
　　　　　　　　ク史上初選手村にて選手同士の結婚式が挙げられた大会でもあるん
　　　　　　　です!!これは一生忘れられない結婚式になりますよね。めでたい♪
ちなみに体育の日の始まりはこのオリンピックの開会式が10月10日に開催されたこと
からなんですよ!（※2000年からは10月第2週月曜日に変更）

～「テレビ・オリンピック」の先駆けは東京オリンピック～
今でこそ当たり前のようにテレビでオリンピックを見られるようになっていますが、実は
その先駆けはこの東京オリンピックだったのをご存知でしょうか?当時カラーテレビはま
だ高価な時代、白黒のテレビでさえ1959年時点で普及率が23.6%でした。それがな
んと、東京オリンピック開催の1964年には87.8%まで上昇していたのです!!
現在、私たちはテレビでも十分にアスリートの臨場感溢れる熱戦を見ることができま
す。さらに2011年からは完全地上デジタル化でさらに高画質なオリンピックが見られ
るようになりました。本当に技術の進歩は素晴らしいですね☆

昔

東京オリンピック時に発行された
記念貨幣（1000円）がコレ↑!!

　　　　　　　　今年の北京オリンピック。北島康介選手（水泳）の２冠や女子ソフト
　　　　　　　　ボールチームの悲願の金メダル獲得など、世界でも数々の感動が生
　　　　　　　　まれました。しかし残念ながら連日の感動の報道と並んでメディアを騒
　　　　　　　がせていた開会式での花火がCG映像であったこと、他にも少女の歌が口
パクであったことなどなど...。ですが、スポーツ選手の感動のドラマ以外にこんな温か
いドラマも繰り広げられていたんですよ!!

～選手でもない一般の人が「金」をGET?!～
舞台はビーチバレー会場。事の発端はアメリカの選手が試合中に付けていた婚約指
輪を失くしてしまったことから始まります。ビーチバレーは砂の上を走り回り、時には滑
り込んだりするスポーツ。探すのはかなり困難な状況でした。しかし、現地のボラン
ティアの方が金属探知機を利用し、見事に砂の中から「金」の指輪を発見!!
見つけ出したボランティアの一人はインタビューにこう話していたそうです。
「指輪を見つけられて光栄に思う。特別な感謝はいらない。」う～ん!カッコいい♪

今

なんと!!世界に29個しかない重さ
10kgの北京オリンピック記念金
貨。１つ5800万円だそうです…。

「では引き続き、素の松村さんに質問していきます!
最近ゴルフを始められたという噂を聞きました。」
「はい、中学生の時に少しやってたんですけど、今回
大阪に戻ってきてからまたやりたいなと思ってたら、社
長から『準備したる』というありがたいお言葉を頂きま
して、それから始めることになりました。」
「おお～いいですね!僕も少しかじってました。得意な
クラブとかあったら教えてください!」
「最初はアイアンをずっと練習してましたが、最近ドラ
イバーの方が打ちやすいことに気づいて、ドライバーを
よく練習してます。当たったらシュパーッて飛ぶね
ん!!」
「僕なかなかうまく飛ばせませんでした...松村さんなり
のコツとかつかめましたか？」
「社長に教わったんですけど、力が入りすぎるとうまく
飛ばないんですよ。小鳥を掴むような力加減でクラブ
を握れば、余分な力が抜けていい感じに打てるように
なりました。やっぱ『小鳥やで.。』
今の重要やで！カギカッコしといて。」
「使わせてもらいます（笑）なるほど！ある程度リラック
スして打つのがいいんですね～。」

「それでは最後に、心理テストを始めたいと思います!

この問題は松村さんのこれは人に負けない、という武
器がわかるので、営業の役に立つかもしれませんよ
（笑）」
「武器！お～それはいいねぇ。是非テストしましょう。」
「では直感で答えてください。松村さんが毎週楽しみに
していた推理ドラマがあるとします。その最終回で犯人
が取った行動とは!?4つの選択肢の中から選んでくださ
い。」
「え～とじゃあ４番の『持っていた銃を乱射』!」
「お、4番ですか!それでは発表します。松村さんの武器
は『情熱』です!!」
「情熱か～!ええやん!」
「何事にも情熱を持って取り組める松村さんは日々生
活を楽しめる天才です！ムードメーカー的な存在とし
ても愛されるそうですよ！ただ突っ走りすぎないように
注意です！なかなか当たってるんじゃないですか？」
「けっこう当たってますね。（笑）昔から目立ちたがり屋
だったし、突っ走りすぎた後でよく後悔してしまうところも
当たってます（笑）」
「是非これからもその情熱を
活かしていってください!今回
は楽しい取材にしていただい
てありがとうございました!!」
「ありがとうございました。」
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『小鳥やで。』
　　　　　　～松村 秀男の素顔に迫る～
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最後のページで心理テストの
紹介をしています!

ジュースで
　　　かんぱ～い☆

自慢のLogicﾊﾞｰｶﾞｰ
いただきま～す♪

～FIN～

みんなでハイチーズ♪カシャ☆

今月も引き続きランチツアーをお送りします。
テーマはずばり『コミュニケーションの向上』!!
楽しいミガロのランチタイムをお届けします♪



 
清水

夏休みを利用して、友人と愛知県へ旅行に行って来
ました。目的はそこに住むもう1人の友人に会いに行く
ためです。この時、友人と学生の時に立てた“社会人
になったら計画”を実行しました。この計画は、学生の
ときよりもちょっと贅沢をするといったもので、今回は
　　　　　　　　　　　　　　　　　ミュージカルを鑑賞しまし
　　　　　　　　　　　　　　　　　た。ちょっと大人の気分を
　　　　　　　　　　　　　　　　　味わった後は、カフェで話
　　　　　　　　　　　　　　　　　に花を咲かせ久しい再会
　　　　　　　　　　　　　　　　　を存分に楽しみました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　気分もリフレッシュし、また
　　　　　　　　　　　　　　　　　てんてこ舞いになりながら
　　　　　　　　　　　　　　　　　も頑張ろうと思いました。

岡林

夏が来れば思い出す、はるかな尾瀬・・・・ってなわけ
でありませんが、私は夏休みを利用して実家、徳島へ
帰省しました。高校時代の同級生の赤ちゃんに会い
に行き、阿波踊りを見に行きと、故郷の空気を堪能し
てきました。父と叔母とで奥祖谷の温泉へ行ったので
すが、滝があったので打たれてきました。せっかく温泉
で温まった後に滝に飛び込んだので、寒くて帰りの車
の中で震えていました。滝に打
たれて少し強くなった気がします。

～ 滝打たれ水しぶき舞う
  　　 わが身には
   　　　　泡の心と夏の思ひ出 ～

 
約10年ぶりくらいに海遊館
へ行ってきました！実際に
生きて動いている動物を
生で観察するのはかなり久
しぶりだったので、新鮮でした。
ジンベエザメも二頭いましたよ!!
（今まで一頭でしたが、今年増えたそうです。）

水槽に使われている
アクリルガラス

（なんと厚さ30cm!!）

薬師

これだけは負けない!?　アナタの武器は?
Q.毎週楽しみにしていた推理ドラマの最終
回。犯人は最後に、どんな行動に出た!?

1.身の上話を長々と語った
2.隙を見て逃げ出した
3.いさぎよく自首
4.持っていた銃を乱射！

1番を選んだ方：「話術」
話を聞く人のハートを掴んで
離さないあなたのトークは自
分の意見を貫く最高の武器で
す。ただ過信は禁物です!

4番を選んだ方：「情熱」
何事にも情熱を持っているあ
なたは日々の生活を楽しめる
天才です!ムードメーカーとし
て愛されていそう。

3番を選んだ方：「ルックス」
あなたの洗練されたファッショ
ンセンスは注目の的になって
いるかも!?内面を磨くことも忘
れないで!

2番を選んだ方：「行動力」
未経験のことでもすぐに行動
に移せるフットワークの軽さが
あなたの強み!時には熟考す
ることも必要かも。

今月のつぶやき 　　　　　　　　　　  あとがき
MIIGNAVIをご愛読頂きましてありがとうご
ざいます。
今回の記事は楽しんで頂けたでしょうか？
今月号はMIGNAVI社員特集第1弾として
営業課の松村さん特集、ランチツアー第
2弾、その他愛のエコキャップ運動等を紹
介しています。次号もお楽しみに☆

新茶いかがどす？
清水

すべてに感謝♪
岡林

秋よ、来い…。
廣瀬

もっとシンプルに
薬師

 
私にとって夏に欠かせないもの。
それは『花火、カキ氷、クレープ』。
というのも田舎に帰省し、近所の花火大会へ行くの
が毎年の恒例行事だったからです。花火の後のカ
キ氷は幾つになってもワクワクします☆笑
今年は色々とあって
行けなかったのですが
来年こそはカキ氷、
そして何よりあの花火の
振動を体感しに行こうと
思う社会人1年目の夏
でした!!

廣瀬
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