プロットの今を伝える

連載企画
第50回

プロット

Microsoftが新OS『Windows 8』を発表

『掃除編』
今年も気が付けばもう12月。大掃除で頭を悩ませる時期になりました。
そこで今回は企画営業部の自称掃除好きのNさんに話を聞きました
−
−
−掃除好きとは珍しいですね。
Nさん よく言われます
（笑） 掃除が終わって部屋が

ニュース

綺麗になったことの満足感と体を動かしたことによる
心地よい疲労感が私を掃除好きにさせているのだと
思います。また、落ち込んでいる時などは掃除をする
ことが気分転換になりますね。

ISO27001、
ISO9001認証取得

Nさん

いえ、そういう訳ではないですよ。ある程度

除してしまうかな。普段から「次に掃除をする時はこ
こを重点的に掃除しよう」などは考えていますね。
−
−
−掃除を上手く行うコツなどはありますか？
Nさん

何時までに終わらせて、午後は予定を入れるなどリミットを決めて集中して掃除する！ど

こに何を仕舞うかを予め決めておくことは重要ですね。効率よく掃除するためにこの2つは不可
欠。また、使わないモノは思い切って捨てる事も必要ですが、大前提としてモノを買う前に本当
に必要か考えることです。収納スペースを意識しておくことも大切かな。
−
−
−なるほど。モノを買う時から掃除は始まっているん
ですね。
Nさん

そうですね。定期的に掃除をすることにより

自分がいかにいらないモノにお金を使っているかを
実感することが出来るので、無駄遣いも減りますよ。

私も
「 断 捨 離 」を
実 践して
みようかな ?
次 回も
お楽しみ に！

−
−
−最近、お片づけコンサルタントの近藤麻理恵さん
著書「人生がときめく片付けの魔法」がミリオンセラー
になっていて、テレビでも取り上げるほど。彼女も「使
わない物は一気に処分する！」を謳っているように、師
走の大掃除に皆さんも取り入れてはいかがですか？
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【商標を取得致しました】

inf

電子メールの自動暗号化＆誤送信防止システム
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Temp Boxは電子メール
（添付ファイル）
をパスワード付
暗号ファイルに自動変換し、暗号化の手間を省きます。
メールを一時保留出来るから、気づいた時点で送信ストップ。
誤送信防止を実現します！

関根 政和 氏

製品情報・導入例はこちら http://www.tempbox.jp/

商標を取得
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新OS
『Windows 8』
を発表」
プロット調査隊が行く！

「レインボーブリッジ編」

連載
企画

Android
活用実践セミナー
ご来場のお礼

『掃除編』

米Microsoftは9月13日（現地時間）、次期OS「Windows 8
(仮)」を発表しました。同OSの発売は2012年の見込みです。
Windows 8はマルチハードウェア対応で、スマートフォンやタ
ブレットのタッチユーザーインタフェースを強く意識している
ことが見受けられます。また「Connected Standby（コネク
テッドスタンバイ）」により、ネットワークに接続したままで省
電力状態を実現する機能が実装され、タブレットでの利用面と
いうところを重点的に強化されています。今回注目したいのは、
タブレット端末のVPN機能についてです。

−
−
−では、いつも部屋を綺麗にされているんですね。
散らかってきたら休みの日に半日位かけて一気に掃
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VPN（Virtual Private Network）とは公衆回線をあたか
も専用回線であるかのように利用できる仕組みのことです。企
業内ネットワークの拠点間接続などに使われたり、暗号化通信
により社外端末から社内ネットワークにセキュアにアクセスす
ることができます。
ビジネスシーンで使用するにあたっては非常に有効な機能で
あり、VPNを利用することで外出先から端末を利用して社内グ
ループウェアにアクセスしたり、社内メールを利用することが
できます。VPN機能はAndroidOSやiOSでも標準実装されている
ものの、現状では実用的に使うとなると不安定な部分があり、
ストレスなく使えるとは言い難い状況です。
有償、無償含めWindows向けに開発されているVPN接続ソフ
トは数多く存在しています。タブレット向けとはいえ、PC版動
作との互換性も意識しているWindows 8。またMicrosoftが発表
するクラウド対応も噂されています。今後どのように展開され
ていくのか、動向に注目です。
プロットでは社外からのセキュアなアクセスを実現するソリュ
ーションを提案しております。是非一度ご相談ください。
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Android活用実践セミナーご来場のお礼

11月24日にNEC関西ビルにて、
「Android活用実践セミナー」を開催
しました。
タブレット端末でSmooth File5を使用した営業支援を弊社より発表し、
三菱電機情報ネットワーク様は業務利用のためのAndroid端末管理ソ
リューション、
日本電気株式会社様には最新タブレット端末をご紹介頂き
ました。
たくさんのご来場誠にありがとうございました。
これからも皆様にお役立ていただける情報
を提供してまいりますので、今後ともよろし
くお願い致します。
また、当日皆様からいただいたアンケート
を元に、
より一層の商品拡充と開発に努め
させていただきます。

↑

賃貸管理会社として︑入居者のニーズや利便性に
最大限応えられるようサービス面向上に努力

何ですか？
ン シ ョ ン︵ ※ ︶で あ り ︑ 比 較 的 設 備
ン ︑１ K マ ン シ ョ ン の 賃 貸 に 特 化 し

また︑入居者のニーズや利便性に

ている点が特徴と言えます︒

最大限応えられるよう賃貸管理会社

も良いワンランク上の賃貸マンショ

ンをご提供しています︒

としてのサービス面向上にも努力し

ております︒

↑

─
─

まずはご紹介も兼ねて︑御社の

事業内容をお教え願えますか？

株式会社クレアスレント様︵以下︑

御社の特徴はどのようなものが

挙げられますでしょうか？

─
─

クレアスレント︶私どもは都心のワ

ていただいていますが︑御社WEB

ンルームマンションを中心とした不

サイトで大切にされていることは

弊社でWEBサイトを運営させ

ョンということもありワンランク上

動産賃貸管理及び仲介業務を主業務

の一人暮らしのワンルームマンショ

都心の分譲マンシ

取扱い物件の9割はグループ会社

クレアスレント

のクレアスライフで建築した分譲マ

いる部分ですので︒

今後も質の高いWEBサイトを提

い物件をご提供していきたいですね︒

─
─

としております︒

供していけるよう︑末永くよろしく

No.

クライアントに生の声を聞いてみました

また︑クレアスグループの﹁都心

http://www.urbanprime.jp/

お願い致します︒

よう最善を尽くします。

1﹂とい

に合わせ的確なご提案ができる

のワンルームマンション

今後もお客様のビジネスの特性

うブランドイメージを更に広めて︑

See You Next Investigate!!

で高い集客力を実現できました。

まずは﹁情報の正

そして調査隊は今日も行く…

物件の見せ方等にこだわること

確性﹂と﹁スピード﹂ですね︒この

【所 在 地】 〒108-0022 東京都港区海岸3-33-19（芝浦アンカレイジ側）
【営業時間（遊歩道入場可能時間）】 4〜10月：9:00〜21:00 11〜3月：10:00〜18:00
【アクセス】・芝浦アンカレイジ JR東日本 京浜東北線・山手線「田町」下車 徒歩15分
ゆりかもめ「芝浦ふ頭」下車 徒歩5分
・台場アンカレイジ ゆりかもめ 「お台場海浜公園」下車 徒歩10分
【問 合 先】 03-5442-2578（レインボーブリッジ管理事務所）

クレアスレント

ティな賃貸物件が中心というこ
ともありサイト全体のデザイン、

レインボーブリッジ

また︑ご要望などありましたら

ションを中心としたハイクオリ

徹底的に認知させていきたいですね︒

お気軽にお申し付け下さい︒こちら

クレアスレント様は分譲マン

こちらの部分でもプロットさんのお

力をお借りしたいと思っております︒

プロット担当者の
コメント

２点を疎かにしてしまうとお客様の

他には当社物件の特徴を生かすた

本日は貴重なお時間を頂きまして

こそ末永くよろしくお願い致します︒

─
─

信頼を失ってしまいます︒

め写真や間取り図のクオリティにも

誠にありがとうございました︒

※グループ会社クレアスライフで
建築している物件

今後も色々と良いご提案をさせて

頂こうと思っておりますが︑プロット

─
─

力を入れています︒お客様が実際に

への要望などはありますでしょうか？

弊社も多くのお取

住んだところをイメージ出来る情報

クレアスレント

り引き先様と取引きさせて頂いてお

りますが︑その中でもプロットさん

は﹁一緒に創り上げて行こう！﹂と

いう感じが強いですね︒これはいつ

もお話をしている時に常々感じてい

ます︒要望としてはサイトのカスタ

ですので︑特に重要です︒プロット

さんのお力添えもあり︑お客様から

好評を頂いております︒

今後もっとクオリティの高いサイ

ト運営をしていきたいですね︒

今後の事業の方向性についてお

教え願えますか？

マイズ部分などを今以上に素早くご

・レインボープロムナードは車道に併設されているため、すぐ横を多くの車両が通りすぎて
いきます。ゆっくり散策を楽しみたい方には、マスクの着用をおすすめいたします。
・海抜が高く風が強いため、荷物が飛ばされないようお気をつけください。
・自転車の走行は禁止されているため、入場時に貸し出される台車に載せた状態で
手押しによる通行となります。

対応頂けると助かりますね︒不動産

レインボープロムナード通行時の注意点

今後は他社の物件

レインボーブリッジの歩道はレインボー
プロムナードと呼ばれていて、南側のサウ
スルートと北側のノースルートがあります。
サウスルートをお台場方面へ歩いていくと、
四角い人工の島がいくつか見えてきます。
これはお台場の地名の元にもなった大砲を
置く台場、つまり砲台で、江戸末期、黒船
が来航した際に江戸防衛のために作られた
ものです。そのうちの一つの第三台場は、公園として整備されていて、今で
も残っている砲台跡や弾薬庫跡などを間近で
見ることができます。
更に進むと、砂浜のあるお台場海浜公園が
見えてきます。お台場海浜公園は、以前は生
活排水や工業用水が流れ込み水質が問題と
なっていましたが、東京都の水質浄化の取
り組みの結果、今では潮干狩りができるま
でになり、ビーチバレーの大会のようなイベ
ントも行われるようになりました。
一方ノースルートは、都心部を見渡すことが
でき、晴海埠頭や浜離宮恩賜庭園から六本木ヒ
ルズ、その他にも東京タワーとスカイツリーの
新旧東京タワーを一望することができます。
車やモノレールではすぐに通り過ぎてしまうことの多いレインボーブリッ
ジ、一度ゆっくり景色を楽しみながら渡ってみてはいかがでしょうか？

の業務上︑私どもがいつも意識して

都心とお台場をつなぐ架け橋 レインボーブリッジ編
映画やドラマの舞台としても有名なレインボーブリッジ。車やモノレールで
渡ったことがあるという方は多いかもしれませんが、徒歩でというとあまり
想像がつかないのでは？1993年に臨界副都心と都心部を結ぶ道路として建
設されたレインボーブリッジは、上下２階層構造になっていて、上層には首
都高が、下層にはゆりかもめと一般道が通っています。今回はこの下層にあ
る歩道を橋からの風景を楽しみながらゆっくりと渡ってみました。

クレアスレント

お悩み
レインボ
ーブリッジ
は歩 いて
渡る事が
できると聞
いたので
すが、本当
ですか？

これまで以上に幅広いお客様に良

査依頼

部）
からの

の仲介事業も始めていく予定です︒

今月の調
Ｓ.Ｙさん（制
作事業

─
─

●Interview
株式会社クレアスレント
営業部

関根 政和 氏

