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真心はこび 人財づくり

特大号

～『５方（社員さん・お客様・地域・取引先・自社）良しの経営』 を目指し
グループ基盤の強化を図る一年とする～
平成３０年４月７日（土） 群馬県太田市：ホテルふせじま様
2018年度

経営計画発表会が執り行われました。2018年度スローガンは、『今ここ

で！自ら行動！創業の精神』として、各グループ会社・各部門による今年度の経営方
針、取組みの発表がされました。今年度もアイ･リンクグループ一丸となり、より良い
会社創りを目指していきましょう！
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代表コラム
アイ・リンク

グループ社員・ご家族の皆様、日々の業務に対しま

してご協力大変ありがとうございます。
先日行われました経営理念大賞も、お陰様で第８回を迎える事が出
来ました。これもみなさんのご協力と努力の賜物と心から感謝いたし
ます。これからもより多くの社員さんに受賞して頂きたいと思います
ので、多数の応募をお待ちしております。是非、来年４月の受賞パー 代表 石島 久司
ティーでお会い出来ることを楽しみにしております。
また、3か年の中期経営計画と30年度の単年経営計画もスタートを
切っています。寒暖の差が激しい季節ですので体には十分留意して目
標達成に向けて、全社員一丸となって頑張って行きましょう。
ご協力の程よろしくお願いいたします。

アイ･リンクグループ経営計画発表会
東日本ブロック ： 毒島ブロック長
前期は東日本ブロックで悪い数字になり、今期は挽回できるように計画を立て行動をしていきたい。今期の売上目標としては、東日本ブ
ロックで20億円。利益目標としては、4,000万円。利益率としては、1.8％としている。
なお、最終的に利益をいかに上積みしていけるかに取り組んでいきたい。また、無駄な経費として、浪費が多いと考えており、一番に考え
られるのが、事故である。事故については、各個人が危機感を持ち、浸透させていくことが重要だと考えている。また、事務所等でも浪費が
あり、例えば、誰もいないのに蛍光灯が点いている、エアコンの電源が入っているといった場合が稀にあるので、このような無駄を無くし、利
益を確保していきたい。群馬・千葉・マルトウで連携を取り、上層部だけの共有ではなく、現場がしっかりと情報の共有ができるように組織を
強化していきたい。

東日本ブロック

㈱石島運輸倉庫 関東支店 第一事業部 ： 川島取締役支店長

【輸送課・群馬センター】
特に、個人の業務スキルとチームワーク力の向上をテーマとして、組織の再構築を行い、お客様の対応力を高め、業務拡
販をしていきたい。
【倉庫課・太田流通センター・伊勢崎物流センター】
特に、現場力の拡大向上として、個々のスキルアップ向上に特化させ、達成へのこだわりや達成による満足感を持ち、
やりがいが生まれるようにしていきたい。

東日本ブロック

㈱石島運輸倉庫 関東支店 第二事業部 ： 市原部長

【千葉第一営業所・千葉センター】
特に、千葉第一は今までの業務が同業他社に流れてしまっており、千葉センターも下期に大きな変革があるため、
皆で初心に戻り、事業基盤の再構築をしていきたい。

東日本ブロック

㈱マルトウ ： 澤田専務取締役

特に、フットワーク軽いフレキシブルな配送を新たな商品として、お客様に提供していきたい。また、共同配送・倉庫・流通
加工等、様々な分野に繋がる未来志向の行動をしていきます。

埼玉エリア

㈱アイ・ロジアドバンス ： 池田専務取締役

特に、現状の主力業務である3PL業務の枠を超えて、講習やセミナーを開催し、物流コンサルティング業務の確立に向けた基盤
を構築していく。また、あらゆる場面で率先垂範の気持ちで行動していきます。

埼玉エリア

㈱コルネット： 池田専務取締役

特に、個々の能力を向上させて、様々な業務に対して、柔軟性や対応力強化を構築していく。また、個々が能力やリーダー
シップを発揮しつつ、何事にも協力性を持って、一丸となれるようにしていきます。
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西日本ブロック ： 上田ブロック長
輸送・倉庫・人財派遣で展開しているが、今期の取り組みとしては、合間時間にいかに新しい業務を行えるかというところ
で、例えば、全京運輸については、佐川急便様業務で閑散期に関してプラスαの業務がないため、今月より取り組みは始め
ているが、三井倉庫様業務を行っていきます。他の拠点でも、合間時間を有効的に活用して、売上をあげていきたい。

西日本ブロック ㈱石島運輸倉庫 西日本支店： 上田取締役支店長
【第一事業部 福岡流通センター輸送課・㈱ナガワ様センター】
特に、管理力を向上させたいと考えている。ドライバーさんは、ある程度柔軟に対応してくれるため、配車の効率化・情報の
共有化等、どのように管理して、合間時間に仕事を入れていくのかを考えていきたい。また、離職防止・コンプライアンス強化に
努め、スピード感を持ち、取り組んでいきたい。

【第二事業部 福岡流通センター倉庫課・福岡第一営業所】
特に、新しく箱崎近辺で倉庫を増やし、福岡流通・福岡第一と新しい倉庫の3拠点でシナジー効果を発揮できればと考えている。
また、瞬発力については、どこにも負けないと自負しているので、そこを活かして、今後も取り組んでいきたい。

西日本ブロック

全京運輸㈱ ： 籔内執行役員所長

特に、経営部門で活躍できるような人財を育てられていないため、人財育成を強化していきたい。また、新規業務獲得と
して、合間時間にスポット便業務等の営業強化をしていきたいと考えている。

西日本ブロック

㈱アイ・リンクサービス ： 上田代表取締役

特に、売上と利益は確保できているため、管理の強化を行い、事業を安定させたい。また、管理者はパートナーさん対応に
ついて、プロ意識を持って取り組み、パートナーさんに関しても、派遣先企業様で就業する以上は、プロ意識を持って対応し
てもらえるようにしていきたい。

管理本部

平和自動車工業㈱ ： 深井代表取締役社長

特に、今期は5/7から新工場で営業開始になるため、新設備により、機能を最大限に活かし、15～20％程度の生産性を高め
て、差別化を図り、売上を拡大したいと考えている。また、様々なことを新しく始め、平和自動車から情報発信ができるように
していきます。

管理本部

㈱アイ･プロパティ ： 和田取締役社長

特に、今期はアイ・プロパティが生き残るため、売上・収益を確保することを第一に考えていきます。なお、コーディネーター
の獲得と育成が今期の計画を左右する最重点課題となっている。

管理本部

㈱アイ･リンク 財務部 ： 石島管理本部長

特に、アウトソーシング企業として、グループ会社のアウトソーシングを担っていくことを基本として考えているため、各個人のスキルアップを
図り、グループ間に財務の知識を与えていけるような仕組みづくりをしていきます。

管理本部

㈱アイ･リンク 総務部 ： 和田取締役部長

特に、現状の総務は若くて経験が浅いため、各個人が総務全体を把握でき、オールマイティーな対応ができるようにしていき
たいと考えています。また、総務部を取り巻く環境に左右されることなく、ブレてはならない基軸である、人財づくりを念頭に
入れて行動していきます。

安全推進部

清水安全管理部長

昨年度の事故について、私が担当してから年々事故が減少傾向にあったが、昨年度は増加という非常に残念な結果となった。この原因は、
事故対策を誰かが伝えてないのか、伝え方が悪いのか、聞く人が聞く耳を持たないのかです。不幸な社員さんを出さないためにも、危機感を
持ち、反省すること。なお、事故０に対する意識改革としては、「面倒くさい」という意識を払拭するようにし、また、伝えるべきことを「言いっ放
し」にすることを止め、伝えた方には、必ず伝わった事を確認してから、サインを取るようにすること。最後になりますが、今期は事故を最低「2
割減」できるようお願いします。

コンプライアンス支援部

和田部長

今期から新設された部署であり、前年度は安全推進部として、運行管理表の違反に関しての指摘、改善事項を推進し、ある程度までは是
正を行えたと考えている。しかし、それ以上は是正を進められていないところの打開策として、コンプライアンス支援部が発足されたという経
緯になる。そのため、現状の問題を包み隠さず、一緒に是正を行い、改善していきたいと考えている。

経営企画部

深井部長

経営企画部の使命としては、中期計画のグループにおける経営方針に「五方良し」とあるが、五方の方々へ向け、感動を生み
出すような経営システムというものを企画・立案をしていきたい。その結果、変革する組織ということをグループの中に根付か
せ、永続的な組織の実現に向けていきます。また、グループの仕組みについて、活動を広げていきたい。特に、グループ教育シス
テム構築、グループマネジメント・経営管理体制の再構築を行っていきます。
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総評 ： 石島代表

今年度よりアイ・リンクグループの組織をブロック制に変更し、会議運営方法や決裁基準の見直し
等を行う事で、よりスムーズかつスピード持った組織として、より現場力を高められるようなグループ
にしていこうと考えています。
本日、各幹部から発表があった中期経営計画並びに今年度の経営方針は、グループの目標であ
る「五方良しの経営」が基本となっています。五方とは、社員さん・取引先・お客様・地域・自社を指
し、我々のグループに関係された方々や企業様からの信頼を得て「地域のリーディングカンパニー」
を目指す企業像を掲げています。
昨年度は、まだまだ事故を多く発生させてしまいました。地域で一目置かれる企業になるためにも
今期は本気で、事故０を目指し、皆が策定した計画が達成できるよう祈念して、総評とします。

2018年度 永年勤続功労者
年 数

会 社 名

支 店 ・ 営 業 所 名

３０年 ㈱マルトウ
㈱石島運輸倉庫
２５年 ㈱共栄運輸商会
全京運輸㈱
平和自動車工業㈱
２０年

１５年

関東支店 群馬営業所 輸送課

関東支店 群馬営業所 輸送課
西日本支店 福岡第一営業所
関東支店 第二事業部 部長
関東支店 第二事業部 千葉第一営業所

碩 卓郎さん
寺坂 光生さん
市原 一弘さん
磯野 和幸さん
大塚 均さん

関東支店 群馬営業所 輸送課

松島
本木
伊藤
城下
末松
塩毛
神田

倉庫課
西日本支店 福岡流通センター 輸送課
倉庫課

１０年
全京運輸㈱
㈱マルトウ
㈱石島運輸倉庫

５年

藍澤 明道さん、廣瀬 治重さん、土澤 康二さん
蓑輪 貴之さん、大川 敏男さん、蟹和 俊輔さん
佐久間 治雄さん
阿部 敏晴さん
玉田 武士さん
平田 将巴さん
佐野 三千子さん、砂川 修作さん、徳増 良則さん
細渕 智史さん、神宮 由幸さん、田村 和也さん
齋藤 学さん

関東支店 群馬営業所 輸送課

栗原
加藤
青木
田村
藤本
谷川
永田
大野
金井
尾池
小島
奈良

倉庫課
３年

㈱アイ・リンクサービス
㈱石島運輸倉庫

西日本支店 福岡流通センター 輸送課

関東支店 第二事業部 千葉センター
㈱マルトウ

利広さん、深澤 志津枝さん、横尾 二郎さん
正美さん
豊さん
護さん
成一さん
美代さん、宮本 竜司さん
武宏さん

関東支店 群馬営業所 輸送課
関東支店 群馬センター
関東支店 千葉センター
西日本支店 福岡流通センター 輸送課
西日本支店 福岡第一営業所

全京運輸㈱
㈱コルネット
㈱マルトウ

㈱石島運輸倉庫

磯田 昌広さん
須田 健二さん、中野 雄二さん
河村 孝宣さん、廣岡 勝さん
河崎 守さん
三上 新一さん
松尾 浩さん

㈱マルトウ
㈱石島運輸倉庫

名

関根 勝利さん

㈱共栄運輸商会
全京運輸㈱
㈱石島運輸倉庫

氏

雄太郎さん、小保方 將光さん、坂井 俊之さん
全男さん、小此木 和男さん
賢一さん
英二さん
保さん、上田 誠吾さん、武内 伸夫さん
憲吾さん、白川 賢治さん、郡山 宗俊さん
友幸さん、谷川 寛展さん
浩史さん
充弘さん、大澤 進さん
正臣さん、原 浩司さん、渋谷 秀則さん
幸男さん、古橋 靖さん、上山 一仁さん
友輝さん、小平 和弘さん
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第8回 経営理念大賞 【最優秀賞 ＆ 特別賞】
佐賀センターにてドライバーさんの先輩として、
新人教育を含めコミュニケーションを図り、
担当業務以外に対して積極的に取組むその姿は、
創業精神に準じた行動であります。
このことは、お客様から感謝の手紙を頂戴することにも表われ、
正に経営理念の「真心はこび」に通じるものであります。
よってここに「第8回アイ・リンクグループ経営理念大賞
最優秀賞を授与し、この功績を讃え賞します。

㈱石島運輸倉庫 西日本支店
佐賀センター

堤 甲介さん

先ずは「お客様第一主義」と考え、業務に取組み、
日々、寄せられるご要望に対して、会社への信頼につながる
行動を取られております。又、どんな時においても、廻りへの
気配りから、常に明るく振る舞い、
「自分が源」とする
明朗活発なその姿は、正に経営理念に通じるものであります。
よってここに「第8回アイ・リンクグループ経営理念大賞」
特別賞を授与し、この功績を讃え賞します。

㈱コルネット

竹内 美幸さん
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第8回 経営理念大賞 【優秀賞】
石島：西日本支店 福岡流通センター 輸送
伊勢嶋 芳央さん

休日出勤を積極的に行い、また、非常に協力的で現場では、親切な対応を行い、思いやり溢れる姿
が経営理念を実践していると評価され受賞されました。

石島：西日本支店 福岡流通センター 輸送
崎山 未秋さん

日頃から安全運転を心がけ、非常に真面目で、休日対応も快く引き受ける姿勢や、何事にも率先垂
範して取り組み、他のドライバーさん達の良き見本となっていると評価され受賞されました。

石島：西日本支店 福岡流通センター 輸送
永田 彰さん

他のドライバーさん達とも上手くコミュニケーションを取りあい、協力性が強く、困っているドライバーさ
んを助けたりするほか、仕事に対する真面目さも評価され受賞されました。

石島：西日本支店 福岡流通センター 輸送
城下 護さん

常に明るく仕事に取組み、自分の仕事以外にも積極的に協力し、皆の良き手本となっています。
そういった思いやりあふれる姿勢が高く評価され受賞されました。

石島：西日本支店 佐賀センター
國吉 司さん

点呼等で誰よりも早く出勤し、そして最後まで仕事に取り組んでおり、一生懸命仕事に取り組んでいる
姿が、皆の手本となっているため評価され受賞されました。

石島：西日本支店 福岡流通センター 倉庫
山本 裕之さん

無線の対応が、誰に対してもわかり易く、親切に対応しており、また、事務所内の状況を気にかけ、声
がけを行ったり、時間を割いて事務所へ来て対応している姿勢が評価され受賞しました。

株式会社 共栄運輸商会
須田 健二さん

お客様の信頼も厚く指名率が最も高いドライバーさんで、段取りや車の手配までも取り仕切っている
ほか、持ち前の明るさから誰からも好感を持たれている点が評価され受賞されました。

株式会社 共栄運輸商会
三上 新一さん

仕事に対する責任感が強く、一度担当になった現場は最後までやり通すと言う強い信念を持ってお
り、非常に協力的な姿勢が評価され受賞されました。

平和自動車工業株式会社
萩野谷 結花さん

ありがとうカードを用いて日頃の感謝を伝えようと、お客様へ毎月カードを１件１件のお客様の請求書
へ封入したり、ありがとうを実践する姿勢が評価され受賞されました。

平和自動車工業株式会社
今泉 晃さん

苦手だったことにもチャレンジしており、積極的に取り組んでいる率先垂範の行動力は、Ｃ＆Ｃと人財
づくりへ大きく貢献していると評価され受賞されました。

石島：関東支店 群馬営業所 輸送課
藍澤 明道さん

ルールを率先して守り、真面目に日々取り組んでおり、人員が必要な時も快く手伝う姿は、輸送課・倉
庫課を超えた良い関係を創っていると評価され受賞されました。

石島：関東支店 群馬営業所 輸送課
宮原 一義さん

仕事に対して強い責任感を持ち、協力性も立派であり、与えられた使命をしっかりと果たそうとする姿
勢は素晴らしく、ドライバーさんからの信頼も厚いため評価され受賞されました。

石島：関東支店 群馬営業所 倉庫課
伊藤 豊さん

責任感を強く持ち業務に取り組み、また、改善意識も高く倉庫課員を常にリードしていて、時には場を
明るくし、ムードメーカーとして、群馬営業所全体を盛り上げている姿が評価され受賞されました。

石島：関東支店 太田流通センター
大塚 満さん

与えられた仕事に不平不満を言わず確実に仕事をこなしている姿勢や、周りとの調和も上手くとれて
いつ為、安心して仕事を任せられると評価され受賞されました。

石島：関東支店 太田流通センター
清水 義幸さん

目標を持ち仕事に取り組んでいる結果、ソーターの処理足数も最高記録を更新するといった責任感の
強い姿勢が高く評価され受賞されました。

全京運輸株式会社
永島 慎也さん

運行後の、疲れている時であっても構内の清掃を一生懸命行い、５Ｓを実践しており、皆の良きお手
本となっていることから評価され受賞されました。

全京運輸株式会社
塩毛 美代さん

常に細かな気配りを実践しており、皆の業務が円滑に進むよう手助けを行っている思いやりあふれる
姿勢が素晴らしいと評価され受賞されました。

全京運輸株式会社
松原 一也さん

配車に関しても非常に協力的で、トラックも丁寧に洗車され５Ｓの徹底を実践しており、現在は、皆の
模範となるドライバーさんだと評価され受賞されました。

全京運輸株式会社
松尾 浩さん

ハードな運行スケジュールの中でも自分のスキル向上の為、仕事の合間に勉強して衛生管理資格を
取得もされ、チャレンジ精神が素晴らしいと評価され受賞されました。

全京運輸株式会社
稲垣 晴夫さん

かなりハードな業務も若手ドライバーさんにも負けずに頑張っており、新人教育についても、ベテラン
ならではの経験と知識をもって自分の経験値を教えている姿勢が評価され受賞されました。

株式会社 マルトウ
桜澤 強さん

堅実に作業・運行し、若手負ドライバーさんの良き見本ともなっており、準備に於いても入念に行い、
安全を最優先している姿が評価され受賞されました。

株式会社 マルトウ
斎藤 由子さん

年々、担当業務の幅を拡げており、何事にも前向きに取り組んでいて時には、他員をカバー、フォロー
している優しく温かみのある姿勢が評価され受賞されました。

株式会社 マルトウ
細渕 智史さん

持ち前のガッツと根っからの明るく前向きな性格が荷主様やお客様とのコミュニケーションにも発揮さ
れ絶大な支持を得ており、明るい職場創りにも十分貢献している姿が評価され受賞されました。

株式会社 マルトウ
小島 幸男さん

自ら新規顧客開拓への声掛けを進んで行い、売り上げ拡大へ意欲的に取り組み、積極的な社業発展
に努める姿勢が評価され受賞されました。
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第8回 経営理念大賞 【敢闘賞】
石島：西日本支店 佐賀センター
森田 真一郎さん

佐賀センターのドライバーさんのリーダーとして新人への教育を丁寧にしており、また、率先して車両の美化に取
り組みドライバーさんの良い手本になっている姿が評価され受賞されました。

石島：西日本支店 福岡流通センター 倉庫
高山 丈二さん

福岡流通センターの倉庫課として、周囲とコミュニケーションを取り、忙しい中でも周囲の手助けを積極的に行い、
業務に取り組んでいる姿勢が評価され受賞されました。

石島：西日本支店 福岡第一営業所
安倍 弘美さん

責任感を強く持ち仕事に取り組んでおり、また、誰に対しても丁寧に対応している姿が相手と良い人間関係を構
築する気持ちに溢れていると評価され受賞されました。

石島：西日本支店 福岡第一営業所
古山 浄秀さん

福岡第一営業所のリーダーとして業務に取り組み、穏やかに冷静に人と接することが出来き、お客様を含めた皆
の相談を親身になり受けている姿勢が評価され受賞されました。

株式会社 コルネット
冨田 悦子さん

非常に真面目で、どんな仕事でも黙々と取り組んでくれており、人に気遣いの出来る優しさ溢れる対応が評価さ
れ受賞されました。

石島：関東支店 群馬営業所 輸送課

今までの経験を活かし、新人ドライバーさんを良く面倒見ており、非常に協力的でお客様からの評判も非常に高
く、温厚で思いやりのある行動が高く評価され受賞されました。

前野 裕伸さん
石島：関東支店 群馬営業所 輸送課
皆川 延久さん

多くの運行に携わる事ができ、仕事に対しても強い責任感をもって臨んでいて、現場での動きも積極的で、協力
性も兼ね備えているため、事故もなく、会社へ貢献している姿勢が評価され受賞されました。

石島：関東支店 群馬営業所 輸送課
栗原 栄次さん

事故や問題もなく真面目に業務に取り組み、また、向上心も非常に高く、周囲に良い影響を与えてくれていること
が評価され受賞されました。

石島：関東支店
坂田 桂さん

群馬営業所 輸送課

向上心も高く、現在はユニック免許等にも挑戦し仕事の幅を広げようと努力しており、安全意識も高いことから評
価され受賞されました。

石島：関東支店
土澤 康二さん

群馬営業所 輸送課

繁忙期には自分の休みを返上して県内夜便チャーターを助けたり、昼夜逆転する業務でも前向きに挑戦して周
囲のサポートを行える姿勢がｊ評価され受賞されました。

石島：関東支店 群馬営業所 輸送課
本木 正美さん

荷主様、納品先に対しても誠実に対応を行い、新人ドライバーさんに対しても面倒見が良く、配車対応についても
快く引き受けている姿勢が評価され受賞されました。

石島：関東支店 千葉センター
大野 浩史さん

毎日の運行でどんなに遅くなったとしても欠かさず洗車を行っており、車両への愛着を強く持って業務に取り組ん
でいる。お客様の商品を運ぶ上で必ずプラスの印象となる姿勢が評価され受賞されました。

石島：関東支店 千葉センター
小出 真史さん

不慣れな千葉第一での業務を快く引き受けている姿勢や、また、千葉第一のドライバーさんともコミュニケーショ
ンが取れており、積込の手伝いも率先して行っている点が評価され受賞されました。

石島：関東支店 千葉第一営業所
中津 英典さん

普段から仕事に対する責任感が強く、最後までしっかりと仕事を行っっている姿や、急な配送の依頼や、休日の
運行も快く引き受けている姿勢が評価され受賞されました。

石島：関東支店 千葉第一営業所
山下 幹子さん

わからないことはなんでもすぐに確認をし、手が空いた時は自ら仕事を探して取り組んでいる姿勢が、周囲に良
い影響を与えていることから評価され受賞されました。

全京運輸株式会社
宮本 竜司さん

何事にも対応力があり、困っていると感じたら助け、同僚が悩んでいたら聴いてやりと、上下関係無しに誰にでも
向き合っている姿勢が評価され受賞されました。

全京運輸株式会社
公原 泰輔さん

関東や地場でもローカルのＳＰ便を、快く受け運行しており、また、同じ班の方々にも声掛けをし、3人でＳＰ便を運
行し、閑散期の欠車対策に取り組んでいる協力的な姿勢が評価され受賞されました。

株式会社 マルトウ
上山 一仁さん

決して弱音を吐かず、意欲的に業務に取り組み、お客様からの支持も非常に高く、社業発展に大きく貢献されて
いる姿勢が素晴らしいと評価され受賞されました。

株式会社 マルトウ
金井 充弘さん

体調不良のドライバーさんの代走として休日返上をしてくれたり、新人ドライバーさんの添乗指導まで幅広く協力
しており、円滑に運行が行えるように手助けを行う活躍が評価され受賞されました。

株式会社 アイ・リンク 財務部
豊田 昌美さん

期日厳守に対する意識は素晴らしく、責任を持って計画的に資料作成を行い、安心して業務を任せることが出来
ることから周りからの信頼も厚く、財務部の雰囲気を良している点が評価され受賞されました。

受賞者の皆様、おめでとうございました☆☆
次回、第９回経営理念大賞推薦書の受付がすでにスタートを切っています。
今年度も、皆様のたくさんの推薦書をお待ちしております！
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定年功労者表彰式
定年功労者表彰式が執り行われました。以下の4名の方々が表彰されました。ご出席いただけました田上さん、山
崎さんの表彰式の写真もご紹介します。永年に亘りご尽力いただいたことに深く感謝いたします。長い間、お疲れ様
でした。ありがとうございました！

㈱石島運輸倉庫 西日本支店 流通センター倉庫課
〃

山崎 正治

さん

福岡第一営業所

西本 奈々恵

㈱共栄運輸商会

田上 正敏

さん

新井 宏子

さん

〃

4月7日 ホテルふせじま様にて：石島代表、田上さん、奥様の君子さん

さん

4月21日 ホテルセントラーザ博多様にて：石島代表、山崎さん

優秀事業所表彰 【全京運輸㈱】
昨年より新たに優秀事業所表彰制度が定められました。
優秀事業所とは、アイ・リンクグループの会社、営業所、
センターを対象とし、年間において３つの選考基準
①事故発生率
②売上・経常利益目標の達成率
③実行計画達成率
の上位にあたる事業所に対して表彰する制度です。
今回は、全京運輸㈱が表彰されました。
おめでとうございます！

4月14日 京都 新・都ホテル様にて
石島代表（右）と上田代表取締役社長（左）

第8回経営理念大賞、永年勤続功労者 ＆定年功労者 祝賀会【関東 4/7】
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第8回経営理念大賞 ＆ 永年勤続功労者 祝賀会【全京 4/14】

第8回経営理念大賞、永年勤続功労者 ＆ 定年功労者 祝賀会【西日本 4/21】

Page 12

平成30年度 第Ⅰ期 ありがとうカード大賞
平成30年度第Ⅰ期ありがとうカード大賞が決定し、次の皆様が受賞されました。おめでとうございます。

優秀賞

峯岸
宮原
長尾
山下
境野

光一さん
一義さん
壮晴さん
薫さん
智之さん

㈱石島運輸倉庫 群馬営業所 輸送課
㈱石島運輸倉庫 群馬営業所 倉庫課
㈱石島運輸倉庫 福岡第一営業所
㈱コルネット
平和自動車工業㈱

平和自動車工業㈱ 工場を移転しました！
５月７日、平和自動車工業㈱が大間々町から伊勢崎市曲沢町へ工場を移転しました。
乗用車の整備をはじめ、お客様向け整備サービス等を拡充させ、今後も全社員一丸となって、より一層頑張って参ります。
お近くにお越しの際は、ぜひ、お立ち寄りください！！

広々とした作業バース
新工場：群馬県伊勢崎市曲沢町1637

TEL：0270-75-2505

「春の全国交通安全運動」に参加しました 【群馬】
4月6日～15日の10日間に実施された『春の全国交通安全運動』に地域警察署とタイアップし、街頭指導に
参加しました。反射材やチラシ等を配布し、通行車両のドライバーさん等に安全運転を呼びかけました。
4/5（前日）太田市鳥山北町【太田警察署北交差点】
参加者：㈱アイ・リンク 財務部 諏訪 浩美さん
〃
財務部 吉田 久美さん
㈱石島運輸倉庫
太田流通センター
中島 恭子さん

4/9 桐生市本町【桐生ガス前】
参加者：㈱アイ・リンク 財務部 豊田 昌美さん
〃
総務部 鹿沼 雅弥さん
㈱石島運輸倉庫
群馬営業所 輸送課 茂木 禎子さん

4/10 大泉町篠塚【国道354セーブオン前】
参加者：㈱アイ・リンク 財務部 平井 明日香さん
〃
総務部 青木 涼太さん
㈱石島運輸倉庫
太田流通センター
宮寺 重行さん

4/11 佐波群玉村町【ＪＡ玉村前】
参加者：㈱アイ・リンク 財務部 水村 佳代子さん
〃
総務部 橋本 直美さん
㈱石島運輸倉庫
群馬営業所 倉庫課 若林 明日香さん

編集後記
新年度がスタートしました。気持ちも新たに元気に今年
度も頑張っていきましょう。
㈱アイ･リンク 総務部 橋本
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