Good Chance Report

7 月号 ぐっちゃんレポート

株式会社インターテクノ

ぐっちゃんレポート 7 月号。 今月も皆様にお得な情報をお届けいたします！
7 月は旧暦で 「文月 （ふみづき、 ふづき）」 と呼びますが、 その由来は 7 月 7 日の七夕に詩歌を献じたり、 書物を日に当てて乾かす風習があるからというのが
定説だそうです。 今月は文章が多めですが、 ぜひ最後まで目を通して頂ければと思います！

新着ホームページ
株式会社アルゴル 様

http://www.algol.co.jp/

長野県伊那市にある株式会社アルゴル様は、 検査自動化システムを開発 ・ 製造
している会社です。
面積判定 ・ 要素数判定 ・ 距離判定 ・ 位置補正等の機能で表裏 ・ 個数 ・ 寸法判定
など様々な検査を自動化できます。
検査の自動化なら株式会社アルゴル様までご相談ください。

今月の特集
企業向け「LINE 公式アカウント」で

世界 4,000 万人へ集客！

「LINE」 とは
「LINE」 とは誰でも無料で通話やメールができるアプリです。
（無料通話はスマートフォンのみ）

iPhone と Android

地図機能の違い

iPhone や Android には標準で Google マップベースのマップアプリが
搭載されています。
それらのマップの機能 ・ 精度の違いをご紹介いたします。

企業向け 「LINE 公式アカウント」
「LINE 公式アカウント」 は当該アカウントを 「友だち追加」 した
ユーザーに対し、 メッセージ （キャンペーン ・ クーポン ・ 番組情報
など） を直接配信することができる機能です。

iPhone

Android

現在地の表示

特徴
★世界 4,000 万人 ・ 国内 1,800 万人のスマートフォンユーザーに
対し、 潜在的に情報を流通させることが可能。
★スマートフォンは常時携帯 ・ 常時接続という特性があるため、
場所や時間を選ばずリアルタイムに情報を配信できる。
★Twitter や Facebook などのリアルタイムで流れてくる情報配信
方法と違い、 直接情報がユーザーに通知されるため、
高い閲覧率を期待できる。
★自社のブランド ・ キャラクターを活かしたオリジナルの
「スポンサードスタンプ」 を使い、 ユーザー間で違和感無く
自社ブランドに対する愛着 ・ 親近感を持ってもらえる。

LINE 公式アカウント参加企業
★日本コカ･コーラ株式会社 「コカ･コーラ オリンピック応援 アカウント」
(LINE ID:#cocacolajapan)
★株式会社ローソン 「ローソン公式アカウント」
(LINE ID: #lawson)
★株式会社ゼンショー 「すき家公式アカウント」
(LINE ID: #sukiya)
★日本テレビ放送網株式会社 「ZIP! 公式アカウント」
(LINE ID: #ziptv)
★日本テレビ放送網株式会社 「Music Lovers 公式アカウント」
(LINE ID: #musiclovers)

金額
★LINE 公式アカウント
初期費用 200 万円

LINE 公式アカウント→
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【現在地の表示】
GPS を利用して現在地を取得し、 その場所を表示させることができます。
【場所の音声検索】
目的地の情報を入力しなくても、 音声で検索することができます。
【3D 表示】
地図を 3D で立体的にみることができます。
【レイヤ機能】
地図上に航空写真や交通状況などの各種情報を重ねて表示することが
できます。
【マイマップとの連携】
Google マイマップに作成した自分のマップとの連携ができます。

↓スポンサードスタンプ

月額 150 万円～

【オフライン機能】
特定地域の地図データを端末内にダウンロードすることで、 オフライン

★スポンサードスタンプ

環境でも閲覧できます。

1,000 万円

もっと詳しく知りたい方は --->

場所の音声検索

Google マップベースのアプリだけ見れば、 Android の方が高性能
ですが、 iPhone も様々なマップアプリがありますので、 色々と試し
てみるのもいいかもしれません。
企業 LINE 公式アカウント

※iOS 6 からは Google マップではなくアップル独自の地図が導入されます。

今月のお役立ち情報

自分の小さな「箱」から脱出する方法 （アービンジャー・インスティチュート著）
今月の 1 冊は 「自分の小さな 「箱」 から脱出する方法 （アービンジャー ・ インスティチュート著）」 です。
アービンジャー ・ インスティチュートは組織内にある人間関係の諸問題を解決することによって、
収益性を高めようという独自のマネージメント研修やコンサルティング業務を行っている組織です。
今回はこの本の中から 「自分への裏切り」 についてご紹介いたします。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

自分への裏切り

…自分が他の人のためにすべきだと感じたことに背く行動

★奥さんや子供に手を貸してあげなくちゃと感じながら手を貸すのをやめた。
★謝らなくちゃと思ったのに謝らなかった
★自分が同僚の役に立つ情報を持っていることに気づいていながら黙っていた。

＝「こうしなきゃ！」 という自分の気持ちへ裏切ったということ
このようにいったん自分の感情に背くと、 周りの世界を自分への裏切りを正当化する視点からみるようになります。
【例】 A さんは夜中に子供が泣き始め、 妻を起こさないように子供をあやそうと思ったが寝たままでいた。
妻も寝たままだったため、 A さんは妻のことを 「怠け者で思いやりがないひどい妻だ」 と思うようになってしまった。
また、 自分は翌朝しなくてはならない重要な仕事のために寝ているのに起こされてしまった被害者だと思うようになった。
その感情を尊重する

妻が寝ていられるように

選択

起きている太郎を
あやさなくては

その感情に背く

A さんは自分をどう見はじめるか
被害者、勤勉、重要、公正、敏感、よき父、よき夫

自分への裏切り

A さんは妻をどう見はじめるか

怠け者、思いやりがない、自分を評価していない、
鈍感、嘘つき、ひどい母親、ひどい妻

例では A さんは妻のことを 「怠け者、 思いやりがない」 などひどい人間だと思ってしまいましたが、 実際に妻がそれほ
どひどい人間だったかというと、 そんなことはありません。
周りの世界を自分を正当化する視点から見るようになると、 現実を見る目がゆがめられてしまうのです。
このように自分の感情に背いたとき、 人は箱に入り、 自己欺瞞を行うことになります。
自分の感情に背いた時、
わたしは箱に入り自己欺瞞を行う

1、他人の欠点を大げさにあげつらう。
2、自分の長所を過大に評価する。

3、自己欺瞞を正当化する。物の価値を過大に評価する。
4、相手に非があると考える。

人間関係を円滑にするには、 箱の外に出て物を見る必要があります。
箱から出るには周りの人達が、 希望や夢を持っていて、 心配 ・ 不安 ・ 問題を抱えている一人の 「人」
として見ることができるようになれば、 自然と箱から出ている状態になります。
※自己欺瞞…自分で自分の心をあざむくこと。

編集後記
ぐっちゃんレポート 7 月号お楽しみいただけたでしょうか？
だんだんと暑くなってきました。 梅雨入りもしたため、 これからじめじめする日も増えてくると思います。
体調管理に気をつけて毎日元気にすごしていきたいですね！

