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朝顔TOPICS
ＹＰＰからのお知らせ

ニュースレター発行にあたって
ＹＰＰ東京オフィスの創業地であった台東区入谷は「朝顔まつり(朝顔市)」が有名です。
このことにちなんでニュースレターの名称を 「朝顔TOPICS」 と名づけました。

朝顔は育てた人が多く、身近で親しみやすい花として知られ、開花の美しさはさること
ながら、双葉やつるがのびていく様を眺めるのが楽しい植物です。ＹＰＰも、朝顔のよ
うに、みなさまに親しまれながら、つるを伸ばしてたくさん花を咲かせていきたいです。

IN D E X
TOPIC１

「会社のビフォー＆アフター」事例をご紹介

『こんな職場は要注意！4つのチェックポイント、
いくつ当てはまる！？』
スッキリ・ラボ 小松 易
TOPIC２

在宅ワークをうまく取り入れる為のコツご紹介

その2. 在宅ワークを行う上での注意ポイント
おまかせ事務代行YPP 山口 未来
● ＹＰＰのお客様紹介コーナー
リサイクルインクのエコリカ取扱い『サップ』さまから年末キャンペーンのお知らせです！

● 編集後記

TOPIC １

こんな職場は要注意！4つのチェックポイント、いくつ当てはまる！？
こんにちは、かたづけ士の小松 易です。
あなたの身の回りで、こんな人を見かけませんか？
「しょっちゅう
モノを探している」

「モノをすぐに
紛失してしまう」

「すでに持っている
モノをまた買ってしまう」

・対応が悪い

・ミスが多い

ということ。

放っておくと、重大なクレームや事故に繋がりかね
ません。大きな問題が発生すると、経営資源がその
対策にとられ、多大な損失を生じることになります。
その根本原因の１つには、「片づけができていない
」ということが挙げられます。
今回は大学卒業後、建設会社に入社した私が身を
もって体験したエピソードを紹介します。
********************************
最初に配属されたのは大きなショッピングセンター
の 常時数百人の作業員が出入りするとても大きな
現場でした。
そこの事務グループを束ねていたのが当時の上司
である、ちょっと強面の事務長。
ある日、終業し事務所を出ようとしたところ、その事
務長に「ちょっと待て」と呼び止められました。
「うちの現場では、帰るときは机の上に何も置かず
に帰るのがルールだ。」
他のデスクを見ると、どの机も何も載っていない綺
麗な状態だということに その時気づきました。
その現場では万事この様子で、掃除や整理・整頓
が隅々まで行き届き、男性の多い建設現場では珍
しくトイレも驚くほど清潔でした。
その現場の最高責任者の元で働くスタッフたちはミ
スが少なく、工期に遅れもなく、「利益率の高い優秀
な現場」として後に表彰までされたのです。
日本初の「かたづけ士」
『かたづけを通じて人生を変えるコンサルティング』
スッキリ・ラボ 代表

建設会社では 現場が順調かをチェックするため、
本社が監査を行いますが その「事前監査」を任さ
れていました。
建築部長と共にある現場を訪れ、そこの現場責任
者から準備された書類を手渡されました。
私は早速書類を見始めましたが、建築部長は書類
には目を通そうとせずにタバコをふかしています。
その後、現場責任者が席を外した時に建築部長は

これらは全て、ある危険な兆候の前触れ。
実は、こんな社員が多い会社には共通点が・・・
それは、
・レスポンスが遅い

一方でこんな経験もありました。

「カレンダーが前の月のままだ。」と言いました。
これには大変衝撃を受けました。
書類を見ずとも、この建築部長には
すべてお見通しだったのです。
この現場がいかに余裕がなく、
うまく回っていないかということを。
実際、赤字を出すような現場ほど、廊下にダンボー
ルが出しっぱなしや、整理・整頓がされていないケ
ースがよくありました。
これらの経験で「片づけ」が
全ての物事の土台であることを知り、
それが 「かたづけ士」の原点にもなっています。
現在は企業の片づけ指導をしていますが、オフィス
でまずチェックするポイントが4つあります。
・社員のパソコンのデスクトップにアイコンがどのく
らい並んでいるか？
・外出中の社員のデスクが片付いているか？
・リーダーのデスクがどんな状況か？
・床にモノが置きっぱなしになっていないか？
もし、これらができていないオフィスは要注意。
今はなんとかそれで回っていても、ゆくゆく重大なミ
スやクレームを引き起こす可能性があります。
いかがですか？
「余裕がないから片づけは後回し」ではなく、「余裕
を生み出すためにまず片づけ」が重要ですね。

小松 易

こまつ やすし

大学在学中にアイルランドへ留学し、トランク１つで生活できたことに衝撃を受けて帰国。物を持たない自由と幸せを実感し、自然とかたづけに意識が
向くようになる。大学卒業後は建設会社に入社し、現場でかたづけの重要性を学ぶ。その経験から、プライベートで知人にかたづけを教え、かたづけの
さらなる可能性を実感する。
2005年9月に「スッキリ・ラボ」を開業。経営者向けコンサルティング、企業研修、講演などを通して、これまで延べ2500人以上に指導する。
著書はシリーズ累計44万部『たった１分で人生が変わる片づけの習慣』（中経出版）ほか多数。テレビ出演に『ガイアの夜明け』（テレビ東京）、『めざ
せ！会社の星』（NHK）など。また、日本商工会議所発行の「石垣」にて「片づけマジック」シリーズが2年間にわたり連載され、好評を得た。
かたづけとは、かたをつけること。自分とモノとの関係を終らせて捨てること。信条は「かたづけによって本当にやりたいことが見え、いきいきと楽しい人生
が送れる」。志は「かたづけを通して世界を変えること」。

経営者必見！「ビジネス×片づけ」の事例満載！

自分と会社本来の力を取り戻す「かたづけメルマガ」

「スッキリ・ラボ メルマガ」でご検索ください。

★YPP五味渕のおすすめポイント！
日本人初「かたづけ士」という職業を世に生み出し、今やメディアでもご活躍の小松易さん。小松さんが以前コンサルに入った会社で「社員全員の探し物の時
間を足してみたら、一人分の人件費に相当した」という笑えない話があります。いつか･･･と思っていた方は、今日から！まず小松さんのメルマガ購読をおスス
メします。
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TOPIC 2

在宅ワークをうまく取り入れる為のコツ
初めて在宅ワークを取り入れる場合、ワーカー、企業ともに不安なことがたくさん出てくると思います。せっかく取り入れ
た在宅ワークをスムーズに行うためにも、あらかじめ考えておいた方が良い注意ポイントお伝えします！

その2. 在宅ワークを行う上での注意ポイント
企業側の注意ポイント
企業側の注意ポイント
★労働時間の管理に工夫が必要
★労働時間の管理に工夫が必要
始業・終業の管理は基本的に本人の申告に頼ることになります。
始業・終業時間の報告だけでなく、しっかりとした業務報告を同時に行うことを義務付け、
業務時間と内容が適正かなど、管理者が確認する必要がありますね。
★情報漏洩に対する対策
★情報漏洩に対する対策
データでのやり取りが容易な反面、様々な場所、ツールからデータへのアクセスができ、
情報漏洩に対する万全のセキュリティ対策が欠かせません。
またPCからの漏洩対策のみならず、在宅で働く人への情報管理へのしっかりとした
教育と意識付けが重要になってくるでしょう。
★在宅ワーカーの評価方法を整備
★在宅ワーカーの評価方法を整備
作業工程が不明確になり評価基準が曖昧になりがちです。
企業と在宅ワーカーの間でしっかりと明確な評価基準を設け、双方が
納得できる条件の下で在宅のお仕事を進めましょう。
★仲間意識が薄れないようなコミュニケーション
★仲間意識が薄れないようなコミュニケーション
顔を合わせて業務をしていれば自ずと仲間意識を持つことが可能ですが、
離れて業務をしている場合、なかなか難しくなることが想定されます。
メールや電話、チャットなど様々な手段を効率的に活用し、在宅ワーカーと
コミュニケーションを積極的に取るような心掛けが必要です。

働く側の注意ポイント
★仕事に集中できない場面が出てくる
★仕事に集中できない場面が出てくる
お子さんの夏休みや冬休みなど長期の休みがあったとしても仕事は進行形です。
家族の状況に合わせることがメリットな反面、元気なお子さんを背に、
仕事に集中できる環境づくりをする工夫が必要ですね。
★仕事とプライベートな時間の境が曖昧
★仕事とプライベートな時間の境が曖
PCやスマホでメールやチャットなど簡単にチェックでき、隙間時間をいつでも仕事に充てられる一方、
就業時間などのくくりが曖昧になり、オン・オフの切り替えが難しくなってきます。
自分でしっかりとオン・オフを切替え、区切りをつけて仕事をすることが重要です。
★自宅でも仕事をしている意識を高める
★自宅でも仕事をしている意識を高める
自宅は自分がリラックスでき、自分の趣味や好きなものがあふれていて目移りしてしまう空間ですね。
周りの目がなくなり、手を抜いてしまう時も出て来てしまうかもしれません。
だらだらとした働き方にならない様にしっかりと気を引き締め、自分で自制する気持ちが必要です。
★孤独を感じることも
★孤独を感じることも
仕事に没頭でき自分のペースで仕事ができる環境を最初は良く感じるかもしれませんが、
長期間、一人で仕事をしていると孤独を感じるようになるかもしれません。
一人では判断がつかないことや相談したいことは遠慮せずに、積極的に職場の人に相談しましょう。

デメリットにならない様、注意ポイントに気を付けながら、在宅ワークを上手く取り入れてくださいね。
文責 : 山口 未来
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YPPのお客さま”サップさま”からキャンペーンのお知らせです！

Windows用《ダウンロード版》
※Mac版は対象外です。ご注意下さい。
エコリカ公式キャラクター
エコリカちゃんと回収箱男

※「宛名職人」の特別仕様版となりますので
「宛名職人２０18 Premium」とは一部仕様が異なります。

エコリカが選ばれる6つのポイント

POINT

POINT

１

エコリカ 絶対もらえる

純正品のカートリッジを再利用！使用方法は全く同じ！

４

取扱いメーカー/対応品が豊富

・キヤノン・エプソン・ブラザー・HP・リコー、主要メーカーに対応
取付け方や残量表示など、純正品と同じようにご使用いた
・ビジネス用途の大判プリンタ用インクカートリッジもご用意しております。
だけます。(バリューシリーズを除く)
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・全製品エコマーク取得はエコリカだ
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・け！
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
POINT

POINT

２

純正品と混用OK

５

純正よりも２～３割お得

全替えする必要が無いので、
・企業で導入した場合、年間のランニングコストが
随時交換していただけます。
２～３割の削減になります。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

職場で気軽にエコ活
動！店頭などに設置
してお客様に
エコアピール！

POINT

POINT

３

置きませんか？
小さな回収 BOX

高品質なインクを採用！

６

万全のサポート体制

機種毎に成分・配合・配色の調整を行っています。

ぜひ今年の年賀状はエコリカインクをご利用ください★

月～土 ９:００～１８：００
（祝祭日・弊社指定日を除く)

編集後記
いよいよ冬を感じる寒さになってきましたね。
先日、友だちの旦那さんの会社の月１オリエンテーションに参加させてもらい（笑）
ひらめき財団の「欲求カード」を用いたワークアウトを体験させてもらいました。
欲求カードは、その名のごとく ”自身の欲求を見える化する” カード。
その日は超ショートバージョンということで、
今大切だと思うカードを３枚だけ選び、選んだ理由を皆で発表するということを行いました。
私の選んだカードは「学び」「理解」「家族」・・・。
2017年も残すところ1ヶ月となりました。しかし、まだ1/12も残っているのです。
すがすがしい気持ちで2018年を迎えられるよう、充実の1ヶ月にしたいと思います。
今月もどうぞよろしくお願いいたします。
おまかせ事務代行ＹＰＰ
杉村 薫
編集・発行／おまかせ事務代行YPP
〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町2-24-4 にほんばしコスモ15ビル2階
E-mail：ypp@omakase-ypp.jp http://omakase-ypp.jp

TEL：03-6661-0758

FAX：03-6661-0759

