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外出自粛期間、お家で何しよう？ スマホ・PC で楽しめるアプリ、サイト紹介！
新型コロナ感染拡大の影響で休日でも「STAY at HOME」を心がける日々が続いている。時代を受けて
作られたサイトや動画、自宅での時間を有意義に過ごすために役立つアプリの一例を紹介する。

オンラインで飲み会目的に作られたサイト「たくのむ」

動画をゆっくり再生するのが得意なアプリ「ウゴトル」
「動きを学ぼう、覚えよう」の愛称

テレワークでオンライン対話が一

でスポーツやダンスをする人の間

気に普及した。「たくのむ」はアカ

で普及している。2012 年から配信、

ウント登録や時間制限が一切なし。

改良を重ね機能が充実した。映像

飲み会ルームを作って一緒に飲み

の ゆ っ く り 表 示（10％ ま で 音 も

たいお友達にシェアするだけの簡

ゆっくり再生）、左右反転表示、見

単 操 作。ス マ ホ で は iPhone8、

本映像と自分の動作を重ねること

Android10 以上と新機種対応なの

も 可 能。85 万 ダ ウ ン ロ ー ド 中。

で PC での使用がおすすめ。

ugotoru.com

tacnom.com

スマホでダウンロード＆管理の王道アプリ「Clipbox」

感動を呼ぶ！新日本フィルテレワーク演奏「パプリカ」

Word や Excel のドキュメント表

活動休止中の新日本フィルハーモ

示、動画や音楽をダウンロードし

ニー楽団員がテレワークで「パプ

て再生することができる。直感的

リカ」を演奏する動画が話題に。

な操作性も魅力で累計 2400 万ダ

初日は 4 名から始まり最終日には

ウンロードを突破。

総 勢 62 名、全 パ ー ト が 揃 っ た。

iPhone、iPad ユーザーのファイ

遠隔なのに曲に仕上がっているの

ル一元管理に便利なアプリなら

には圧巻。現在公式 HP で新型コ

「Documments」もオススメ。

ロナ緊急支援の呼びかけを行って

clipbox-oﬃcial.com

いる。www.njp.or.jp

申請の知りたかったことが分かる「クラスワーク」公開

外出自粛の女性達が発案 #DontRushChallenge

新型コロナの影響で助成申請をす

「お家で変身」する動画リレーが流

時代に合わせて５月から公開した

「#DontRushChallenge」と 検 索

行っている。WEB で、Youtube で、

る会社が多い。

しみよう！ 登場人物は基本的に女

情報サイト。人事、労務のお役立
令和 2 年 4 月 1 日 つばさホールディングス入社式
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ち情報を対話形式で解説してくれ

る。困っている友人・知人にシェ
アしよう。

家事代行サービス会社が発信「Casyジャーナル」
「ハチミツで美味しくなる !? ご飯

拠点紹介 Komagata Base…………………………………………… 2

新ロゴデザイン決定！…………………………………… 3
機能紹介 つばさトラックシステム………………………………… 4
新人紹介 期待の 0 期生の言葉……………………………………… 5
Topics

Report
Report
Topics

Group Policy

猪股社長から皆様へのメッセージ……………………… 6
入社式のご報告…………………………………………… 7
マスクストーリー………………………………………… 7
新型コロナお役立ちサイト……………………………… 8

仲間が先、自分は後。与えるものが与えられる。信頼が先、指名は後。期待に応えると選ばれる。

Group Principles of Conduct

“A”「当たり前のことを」

“B”「馬鹿みたいに」 “C”「ちゃんとやりきる！」

を炊く時の裏技８選！」など、掃

除や料理のプロ集団の知恵を掲載。
家にいる時間を利用して実践して

みよう。「暮らし」のページが特に
オススメ。また片付かないストレ
スは家事代行を利用してしまうと
驚くほど綺麗にしてくれる。
casy.co.jp/fblog

2020 年５月 1 日発行

発行部数 700 部

制作・発行／つばさホールディングス株式会社

性。視聴すれば「オンナって強い」
と実感！ 個人的に好みのアフリカ
バージョンを QR で紹介する。
でお友達と試してみては？

月号

C�n��nt�

after

ちなみに日本でも始まっているの

classwork.news

vol.6 2020

before

0 期生の自宅でできるヘルスケアプロジェクト！
新卒 4 名は現在テレワーク研修中。
動き盛りの 20 代が家にこもって

オンライン研修の日々、、心も身体
も疲れ気味の社会人は私達以外に
もたくさんいるはず。

そこで家にいながら運動不足を解

消できる、新しいプロジェクトが
スタートした。グループ会社の皆
さま、乞うご期待！

〒190-0012 東京都立川市曙町 2-38-5 立川ビジネスセンタービル 11F

TEL042-512-5161
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東京都心部を囲うような形で位置する１６

つばさロジスティクス株式会社

号線沿いに、 １２４２ 坪の Komagata Base
が完成したのは今年２月。 4 月 1 日に設立
した 「つばさロジスティクス株式会社」 と 「恵
送拠点として、 既に高いポテンシャルを発
揮しています。
１６号線という物流に適した立地に拠点を
作れたのは、 今後会社の強みになってい
トラックのタイヤ

きます、 と拠点長を務める泉田さん。 もと
もとインタンクの設備があり、 10,000 リットル

「つばさロジスティクス」は過去のイメージを塗り替え一歩前に出ます。「安全・安心・正確・丁寧・クリーン」

のガソリン、 30,000 リットルの軽油備蓄をし

なイメージが求められるなか、親しみやすく、お客様との声掛けに笑顔があふれる、そんな運輸会社へ。ロゴは、

てるため災害など不測の事態の時も自社で

お客様からの笑顔を原動力に活躍するスタッフのにこやかな姿、ついつい鼻歌を歌ってしまうような生き生きと
した状態を表現すると共に、他社にない親しみ溢れる企業イメージを表現しています。

360 度ガラス張りの事務所は 16 号線で目立つ存在

緊急対応がしやすくなります。
３６０度ガラス張りの事務所のデザインは、

常識にとらわれない、 業界にとらわれない新しい物流会社を示したもので、 ねらい通りたくさん

ャレ

実物流株式会社」 ２ 社の BtoB 生鮮品輸

にこやかな印象
コミカルな形状

Ｋоｍａｇａｔａ Ｂａｓｅの

１６

つばさホールディングスが 2020 年 4 月 1 日に設立した２つの会社。
未来をえがく社風をロゴデザインにこめました！

駆け出す足

号線沿いの新拠点が力を発揮
物流の常識にとらわれない事業推進を

新しいロゴのひみつ公開！

ン

の方に驚いていただき、「かっこいい」 という声も多く高評価です。 ドライバーも、より誇りを持っ

つばさマネジメント株式会社

て仕事に臨んでいます。
Komagata Base で現在働くドライバーは７５名。 大型車両１７台、 ４トン車
３９台の合計５６台がフル稼働しています。 ８ 割のドライバーは毎日固定
ヒトの顔

ガッツポーズ

ルートを走りますが、 ２ 割は休暇をとるドライバーのルートをサポートし、
年中無休 ・ ２４時間体制を実現しました。 出退勤時間がばらばらなのです
囲気が作れるように意識しています。 1 階のカフェスペースはフリードリンク
もあり開放的なので、 従業員同士の交流にも一役買っています。

新築住宅のような木目の階段

現在、 新型コロナ感染拡大の影響で外食をする方が減っています。 各家庭では生鮮品の需
要は以前より高まっています。 管理側もドライバーも、 日々の健康管理と対策をしっかりととりな
＜先頭（左）の人＞

力強くガッツポーズをして先導する人

＜真ん中の人＞

視野が広く右にも左にも力を貸す人

＜後方（右）の人＞

がら、 お客様の笑顔を想像して仕事に励む毎日です。

こっそりガッツポーズをして支える人

つばさロジスティクス
食品輸送事業本部 部長代理

ガッツポーズ

泉田 文朗

が、 業務連絡だけでなく一人一人とコミュニケーションをとって家族的な雰
カラダ

「つばさマネジメント」は事業会社・組合のサポートを行い、事業効率化や働きやすい環境を実現し、グループ
全体の価値創造の促進を行います。ロゴは、マネジメントの「M」と「３人の人＝グループ会社や同社チーム、顧客」
をモチーフに共に力を合わせて価値創造を行っている状態 を表現しています。
1 階にはカフェのようなミーティングエリアがあり、配車表を大型モニターで確認できる

2019 年 10 月撮影の Komagata Base

t��bas� �r���

つばさトラストクリエイション
3

2

はこんな人！

社会人 1 年生の新人を雇用するのは我々も初めて！ 新型コロナ感染予防で自宅研修の日々ですが、
若いパワーを存分に発揮してがんばっています。あたたかく厳しく、応援お願いします。
入社式の様子は７ページに掲載！
もり いっぺい

さくらい

森一平です！

東京 YMCA 社会体育・保育専門学校を卒業しました。グ

私は小さい頃からサッカーをしてきて、常に厳しい環境に

ループ理念に共感しております。採用選考で、関わらせて

身を置いて頑張ってきました。その経験を活かし、社会人

いただいた方全員から、それぞれの仕事に対する熱い思い

になっても高い目標を持ち、挑戦を続けていける会社はこ

が伝わってきて、私もこの方々と一緒に仕事をしたいとい

こだと思い、入社を決めました。これからは、まず ABC を

う思いが強くなりました。自身の仕事に誇りをもって挑戦・

徹底してやっていきたい。そして臥龍先生の研修で教わっ

成長し続け、人を動かすことのできるほどの熱い人になる

た、夢や目標からの逆算をし、行動しようと思います。

ことが目標のひとつです。そのために、仲間を大切にし、

０期生ということで、会社の基盤にならなくてはいけな

感謝を忘れずに「一日一生」で仕事に取り組んでいこうと

いと思うので、自覚して責任のある行動をしていきたいで

思います。今後はあえて険しい道を選び続ける人生を送り

す。これからよろしくお願いします！！！！！！！

ます。何事も一生懸命頑張ります。

得意なスポーツ：サッカー（経験 17 年）

得意なスポーツ：バスケットボール（経験 9 年）

ン

ログイン後 見やすい管理画面で直感的に操作できる

システムトップページ

つばさトラック事業協同組合開発の運行業務支援システム “つばさ” が、 物流業界で反響を
呼んでいます。 運行管理をはじめ点呼 ・ 車両管理 ・ 給与計算 ・ キャッシュフロー管理など、
車両のデータを登録するのは社歴があるほど大変な作業ですが、 一旦入力してしまえばドライ
バーごと、 車輌ごとの履歴が蓄積され、 システム内で車両別売上管理や日別のキャッシュフロー
管理が可能になります。 またエクセル形式でダウンロードできるため帳票の加工も行えます。
先がけて導入した Yotsuya Base では現在、「運行管理計画」 「勤務実績」 「売上」 「キャッシュ
行管理計画」 「勤務実績」 「勤怠管理」 を導入し始めた Nishisuna Baseでは日々の入力作業が
減ったことで、 何よりもドライバーと対話の時間を増やせたことが嬉しい、 と澤田さん。
既存のシステムではなく、 つばさ組合が現場の意見

伊藤翔です！
城西大学経営学部マネジメント総合学科卒です、はじめ

かわかみけんすけ

川上健介です！
山梨学院大学スポーツ科学部スポーツ科学科出身です。

まして。この度、つばさホールディングスに入社させて頂

出身は島根県の出雲市から、はるばる東京までやってきま

きました。様々な経験にチャレンジして個人的なスキルを

した。経営理念が今まで生きてきた人生と重なり、自分を

向上できる環境だと思っております。何より就活の時に観

突き動かすような感覚を覚え、入社を希望いたしました。

た映像に映るグループ会社の社員さんが、とても明るくプ

我々４人の０期生は、未来のリーダー人材として集められ

ロ意識が高いところに惹かれました。これまでと違い、今

ました。私は顔を合わせた時には軽い世間話ができるよう

後は厳しい道を選んでいきたいと思います。人の上に立つ

な親しみやすさと、困ったときに頼られるようなリーダー

人間になるために信頼される人間になり、当たり前のこと

像を目指しています。今後はこの志・理念を胸に、これか

をしっかりやってゆきたいと思います。支えてきてくれた

ら仲間となる皆さんとともに日本一のグループにすべく、

家族や友人への感謝の気持ちを持ち、志を持って励みます。

精進していきたいと考えております。

得意なスポーツ：野球（経験 14 年）

得意なスポーツ：陸上競技（経験 6 年）
ほかアルティメット、ジャグリング（ディアボロ）
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“つばさ”。 バージョンアップを重ねた後、 全拠点で

つばさロジスティクス
食品輸送事業本部 部長代理

フロー管理」 など広範囲で “つばさ” システムを利用し、作業効率を実感。 令和２年３月より 「運

澤田 治

私たち
０
期
生です
！
研修では
大変お世話に
なりました

よろしく
これから
！
ます
いし
お願

これまでエクセルデータや紙ベースで行っていた作業の効率がグンと UP。 導入時のスタッフや

を取り入れながらオリジナルで開発している実用的な
いとうかける

ャレ

尚美学園大学卒業、埼玉県熊谷市出身です。

櫻井みなみです！

つばさトラック事業協同組合の

期待の 0 期生

ドライバーとの対話時間が増えた！
つばさ運行業務支援システム

つばさホールディングス

本格的に導入を進めていきます。 物流の管理業務も
時代に則してスマート化・スピード化され、 組合のネッ
トワークを活かした業務連携をさらに強めていきます。

車両ごと、ドライバーごとの情報がワンストップで蓄積

簡単操作でエクセルデータに変換

つばさトラック事業協同組合は、東京都を中心としたトラック運送関連業者による事業協同組合
です。組合員流通総額 60 億以上、トラック台数 400 台以上。経営再生のほか、組合員サポートの
限界に挑戦して、さまざまな事業を展開している。tsubasa-truck.or.jp
4

この手紙は、4 月 16 日につばさホールディングスから各グループ会社従業員の方へ配信されました。

�! つばさホールディングス入社式のご報告
R�p�
雨の降る令和２年４月１日、立川パレスホテルにて最少人数による２０２０年度入社式がとり行われました。
THQ では新型コロナ感染拡大による政府の自粛要請のなか、当初予定していた出席者を何度も見直しながら、予約
していた会場をTHQに移動して行う案、式自体を中止する案など直前まで検討を重ねておりました。約４０名の出席か

つばさグループで働く皆さんへ

ら、迎賓を除く役員での開催となり、数日後には各グループ会社から代表 1 名の参加にさせていただき、また式の２
日前には猪股代表と THQ の最少人数 6 名で今年度 0 期生を迎える事となりました。
当日は撮影スタッフ含めマスクの着用、1m 以上の間隔の配席、感染予防対策をしながら 1 時間ほどの式となりまし
たが、代表・役員の祝辞の言葉には重みがあり、また 0 期生の決意表明に会社の元気な未来を描くことができました。
サプライズ企画として、親御さんのご協力を得てご本人の生い立ちの写真とお子さんへのお手紙を映像で投影しまし
た。当初は直接取材に伺う予定でしたが、感染防止の観点から郵送でのやりとりで制作。志高く入社する 4 名に「人生
で一番感動させたい！」という想いは届いたように感じました。
政府の緊急対策や感染拡大への日々の対応、検討を行う。そんな 3 月、4 月をグループ会社の皆様もお過ごしだった
ことと思います。つばさホールディングスは、どのような局
面でも多様性のある会社を目指します。多摩地域とお客様に
元気をお届けし、各拠点の自主性や機動性の向上を実現でき
るよう、今後も感染防止対策に十分配慮しながら業務を行っ

つばさホールディングス代表の猪股です。
日々の事業活動おつかれさまです、私たちの実業は生活に欠かせない社会のインフラを担う尊い事
業です。日々医療関係者の奮闘、活躍が報道されておりますが、それに並び国民の生活を支える大
切な志事であると思いますし、皆さんとつながり一緒に仲間として事業ができる事を誇りに感じて
います。
物流の最前線、精神的・肉体的に消耗と戦い使命を果して頂いてるドライバーの皆さん。
それを支える運行管理、配車業務、事務・管理関係に携わり現場をバックアップ頂いている皆さん、
お客様の最前線に出向し当グループのみならず荷主様を支えて頂いる皆さん。
繁忙期で多くのお客様の新生活を支え続けお客様から感謝の言葉を沢山頂き続けている引越事業
に携わっている皆さん。

てゆきます。

この様な状況でも、諦めずにできる事の提案と知恵を集めて自ら行動し、敬護の理念を実践し続
けている介護、デイケア事業の皆さん。
流通センターや引越、物流現場に日々多くの車両・人員を派遣提供頂き、貴重な情報と共にグルー
プをバックアップして頂いている皆さん。
生鮮食品を扱い、衛生にはいつもより気を使い事業改善を妥協なく続けているリパック事業に携わる
入社式では全員マスクを着用。集合写真は撮影時のみマスクを外して行いました。入社式の様子は映像編集が終わり次第、つばさホールディングス HP で紹介します

皆さん。
グループや地域のお客様の車両をメンテナンスし続けてくれている整備・板金・販売・買取・タ
イヤ交換・保険に従事する皆さん。
リノベーション、新築、買取再販、不動産などそれぞれの現場で、お客様の理想を形にする様に日々

�! 新型コロナ感染予防の「手作りマスク・ストーリー」
R�p�
地域の雇用を生み出しながらグループ会社の備蓄の確保にもなる「手作りマスク・スト―リー」は、2 月27 日から始

努力頂いている皆さん。
バックオフィスで支えてくれている管理業務に携わる皆さん。
本来は一人一人に直接感謝の気持ちを伝えたいのですが、感謝の手紙で伝えさせて頂きます。

まりました。この日、新型コロナ感染拡大防止策として、全国全ての小・中・高等学校、特別支援学校について春休み
終了までの期間の休校を安倍総理が要請しました。同時期ホールディングスからグループ会社へのアンケート回答で、

心より感謝致しております。 ありがとうございます。

月 600 枚マスクを消費するというコンパスウォークでのマスク不足が浮上。薬局などの店舗、ネット販売でも在庫切れ・
入荷未定の時期だったため、働きに行けない多摩地域のママさんを中心にマスク製作の依頼を行えないか、検討が始ま
りました。初回は備蓄不足を早急に解決するため、東村山市の加藤縫製に
て４００枚のマスク製作を依頼。２８日にユザワヤ立川店にて２４m のガーゼ
布とゴムの代用品として伸縮する毛糸を購入（翌日から同店舗ではガーゼ
布について、1 回の買い物につき２ m までの購入制限がかかる）
。3 月１０
日には２００枚をコンパスウォークに供給することができました。加藤縫
製から、布を無駄にせず家庭用ミシンで簡易に作れるマスクレシピを提供
いただき、3 月末には小平市在住の 2名の方に１００枚ずつのマスク製作を
依頼。一人は８０歳代の女性で、３０年以上現役の足踏みミシンでの製作。

現在の非常事態宣言下にある状況は、
世界的に誰もが経験したことの無い環境での業務になります。
この様な状況下だからこそ、
ウィルスからの自己防衛を個々で行い、
疑心暗鬼に陥らずソーシャルディ
スタンスを守りながら、対人関係では美点凝視を心がけていきましょう。
安全と健康を最優先し、それぞれの立場でできる事だけにフォーカスし、業務の中での使命を忘
れずに国難を乗り越えていきましょう。
お客様に、一緒に働く仲間に、
「会えて良かった！」と言って頂ける私達にしかできない志事を積
み重ねていきましょう。
この不安と恐怖に覆われた情勢を、この仲間となら必ず乗り越えらると信じています。

もう一人は小６と中３のお子さんをお持ちのママさん製です。不安な毎日
に役立てるマスク作りは励みになったという声をいただきました。

コンパスウォークにて、納品された手作りマスクを着けて

7

大人用サイズの手作りマスク 270 枚を THQ で備蓄しています。
ご希望の方は標題を「手作りマスク希望」と書いて下記アドレスまで送信
ください。shanaihou@tsubasa-holdings.co.jp

つばさホールディングス株式会社
代表取締役
猪股 浩行

6

