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れにともなって

住宅において、I oTにより現在及び近い将来にできることを幾

☆ディ ズニー ラン ド ☆

☆公園で自転車練習☆

僕 が伝 えた い事 は、 マイ ホー ムと ディ ズニ ー
ラン ドは 似て いる とい う点 です 。親 と手 をつ な
いで 初め て行 った 時、 学校 の卒 業旅 行で 友達 と
行っ た時 、恋 人や 嫁と デー トで 行っ た時 、そ し
て子 供と 行く ディ ズニ ーラ ンド 。同 じ場 所で も
それ ぞれ の場 面で 違う 感じ 方や 素敵 な思 い出 が
でき ます 。
低 金利 だか ら得 です よと 言う より もマ イホ ー
ムを 早期 に購 入す ると 家族 との 沢山 の思 い出 が
でき るの でお 奨め した いと 思い ます 。お 金で 幸
せを 買う ので はな く幸 せに なる ため にお 金を 使
うそ の選 択肢 の一 つに 住宅 ロー ンが ある と思 い
ます 。マ イホ ーム を上 手に 購入 して 楽し い休 日
を送 ろう とす る家 庭に これ から もた くさ ん出 会
える こと を願 い、 微力 なが らで も力 にな りた い
と思 って いま す。
（2009年8月入社）

≪総務部主任：fuj ii≫

うららかな春の日差しが心地よいこのごろですね。
新年度に入りました！今年は年女ですので、何か形あ
るものを成したいと思っています。

私はJR C入社してまもなく3年が経ちます。JR Cに入

お客様のお役に立てるよう、『お客様ファースト』

社する前はずっと土日休みでしたが、JR Cは平日が休み
☆家のに ゃん こ☆

を胸に、”夢”と”情熱”を持ち続けプロとして精進
していきたいと思います。

10年以上前になりますが、私は2回ほど入院したことがあります。1

ある日弟が学校から帰ってきたので映画に誘ってみると、行きたいっ
て言われ、そこから二人で楽しめる趣味ができ、気なった映画があれば
すぐに二人で観に行くことが多くなりました。

回目は足の開放骨折。救急車で運ばれ入院、手術。そのまま3か月の入
院生活。しかし骨がくっつかずに1年後にプレートを入れる手術のため
再入院。歩けるようになるまで1年半、松葉つえ生活を経験しました。

少したつと平日休みの良さに気づきました・・・お店や道路は混んで
いないし、駐車場とかも結構空いてます。やっぱりすべてのものには、
良い所、悪い所があると思いました。

松葉つえは慣れるまで大変で、また電車に乗ったりするのは本当に苦
労しました。席を譲っていただけた時は本当に感謝の気持ちでいっぱい
でしたので、その時の感謝を忘れず今は席を譲るようにしています。

普段友人と会えないかわりに、大型連休にはみんなと出かけるイベン
トができました！今年の夏休みは高校時代の友達と海に行って、三日間
毎日バーベキューをしました。その時みんなの会話がほとんど仕事の話
や大学卒業後どうするか、になってきました。

2回目は意識がなくなりER に運ばれました。もう”やばい”という事
で、家族や友人、会社関係者が呼ばれてしまい・・・
3日後に目を覚ますのですが・・・皆に迷惑をかけました・・・
どちらにせよ、家族や友人、会社関係者の皆んなにはとても助けられ

歳をとれば話す内容も変わってくるんだなと実感しました。そして冬
の連休は京都、奈良、大阪、名古屋に行きました！初日の出を京都で見
て、その朝には清水寺でおみくじを引き、奈良、大阪にも行きました！
自分はフィリピンで生まれて、フィリピンで育ったので、こういう日
本の文化を勉強できるチャンスって今までなかったので、とても充実し
た休日だと思いました！これからも毎日仕事頑張って、休みの日は頑張
って遊びたいと思います♪よろしくお願いします☆

☆ハン モック☆

☆ガー デニン グ ☆

味とかあれば是非教えてください！

ようと考えて一日がすぎることもありました。

☆猫カフェ☆

☆ホー ムパーティ ☆

☆料理☆

今回のテーマは私の休日にしました！みんな面白い趣

です。友達達が土日休みなので最初はすごく暇で何をし

休日の過ごし方にも新しい変化がありま

と思います。

例えば、寒い冬に一日の仕事が終わったら、温かいお家に

（2014年9月入社）

（2010年1月入社）

したので、今回は写真付きでご報告をさせていただきたい

つかをご紹介させて頂きます。
帰り たい もの です 。こ れか らは I oT家 電・ 設備 を利 用し て、 会社 から 出
てス マホ の操 作ひ とつ で、 家の エア コン 、オ イル スト ーブ 、給 湯設 備が
動き 、家 に着 いた ら温 かい お部 屋と お風 呂が 準備 でき てい て、 一日 の疲
れが 癒さ れる よう にな りま す！
出 先で 、家 にい るペ ット ・老 人・ 幼い 子供 の様 子が 気に なる なら 、ネ
ット ワー クカ メラ を設 置し たほ うが 良い かも しれ ませ ん。 カメ ラの 前で
ある 程度 の動 きが あっ たら 、自 動的 に録 画さ れ、 スマ ホに アラ ーム を送
れま す。 出先 でパ ソコ ンか スマ ホで 家の 映像 を確 認す るだ けで なく 、カ
メラ を通 じて 通話 した り、 設置 され た部 屋の 温度 が確 認出 来た りも しま
す。 万が 一異 常が あっ たら 、す ぐに 通報 出来 ます 。
老 親の 居る ご実 家に つけ るの もお すす めで す。 その 際に ウェ アラ ブル
端末 など を腕 時計 みた いに 付け ても らう と、 心拍 数と 血圧 を常 に把 握出
来る ので 、な おさ ら安 心で す。
不 動産 管理 とか 民宿 とか で増 えて いる のは 遠隔 施錠 ・開 錠で きる スマ
ート ロッ クで す。 遠い 所か ら一 々鍵 を届 けに 行か なく ても 、安 全に 管理
が出 来る ので 、管 理コ スト の削 減が 出来 て、 不動 産価 値も 上が りま す。
似た よう な商 品で 、窓 と玄 関に 付け るセ キュ リテ ィ装 置は 、不 在の 時に
窓及 びド アな どの 動き を感 知し たら 、ス マホ にア ラー ムを 送り 、監 視カ
メラ と連 動し 、撮 影開 始し 、そ して セキ ュリ ティ 会社 へ通 報す る事 も機
種と 設定 によ って 出来 ます 。
料 理が 苦手 の主 婦さ んに も良 い情 報が あり ます ！専 用の グル メア プリ
をス マホ に入 れて 、作 りた い料 理に 必要 な素 材を 揃え て、 指定 の鍋 に入
れ、 後は アプ リ対 応の コン ロに 任せ るだ け！ 勝手 にプ ロ並 みの 料理 を作
って くれ ます 。
今 紹介 させ て頂 いた 内容 は、 ほん のI oTの一 部で す。 JR Cは 住宅 業界
のオ ピニ オン リー ダー とし て、 業界 の動 向と 新し い技 術を 把握 、取 得し
て、 一早 くお 客様 にご 提案 でき るよ うに 努め てい きま すの で、 引き 続き
よろ しく お願 い致 しま す。

幸一≫

築３５年の賃貸住宅から新居に住み３年が経ちました。そ

の略で、もののインターネットと翻訳されることが多いです。
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≪設計監理課：大橋

I oTという言葉はご存知でしょうか？I nte rne t of Thi ngs

≪設計監理課：藤原マリクシ

（５）

ました。そして入院した病院の看護師、医師の方々には本当に救っても
らい、お世話になりました。1回目の時は、入院して中々現実を受け入
れられない私はかなり問題な患者だったようです・・・病院を追い出さ
れそうになったのですが、担当の看護師さんがかばってくれて、泣いて
私に語ってくれました。その看護師さんも今や双子ちゃんのお母さん☆
産休を経てその病院で今も元気に偉くなって働いています！
この2回の入院でプロの仕事というものを教えてもらいました。
どんな時でもまずは患者の為に考え行動する。たとえ自分が忙しくて
も面倒でも、患者の為に仕事を丁寧にやり遂げる。
当たり前なのですが、その当たり前の事をきちんとやり続ける。そう
いう人間、JR Cもそういう会社でありたいと強く思っています。

お問い合わせは
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