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新商品のご案内

July

＼ 最短で 3 週間、398,000 円〜 ／

新サービス「EC サンキューパック」のご案内
「ECを始めたいけど、何をやれば良いのかわからない！」
「ECを始めても、自分達で運用できるか不安・・・」
そんな企業さま向けの EC サイト制作・運用プラン
「ECサンキューパック」を開始しました。
商材や販売方法をヒアリングし、
御社の「ECサイトを始めてみたい！」をサポートいたします。
ご興味のある方は是非お電話 or メールでお問い合わせください。

NEWS LETTER
Message from President

早いもので、今年も半分が過ぎました。
年が明けた時、半年後に世の中や経済がこういう状況になっているとは、
世界中の誰も予測していなかったでしょう。まだコロナの影響はあちこちあるとは思いますが、
私個人としては、経済が回りだした感と、前向きにアクセルを踏んでいくんだ、という企業が

ラッシュのできごと

増えてきている感を明確に認識しています。
このニュースレターの記事でも紹介していますが、6月20日に東京オフィスを五反田に移転しました。

東京オフィス、
お引っ越しのお知らせ

三田のオフィスと比べ、広さは2倍くらいになり、駅からの距離も近くなりました。
思い起こせば、初めて東京に居を構えたのは、17年ほど前になります。
といっても最初はパートナー企業さんのオフィスの一部をお借りし、電話を引かせてもらって、

6 月中旬から東京オフィスは東五反田へお引越しをしました！

私は月に数日、ホテルからオフィスに通っていたことを思い出します。

社内スペースも以前より広くなり、

その後、自力でオフィスを借り、東京で移転すること5回、ラッシュも私個人も、

今までミーティングは同じビルの共同会議室を使用していたのですが、

少しずつ成長してきたと感じています。

新しいオフィスは社内にミーティングルームを
設けることができました。

ラッシュが移転を決めたのはコロナ騒ぎが勃発する前でしたが、

JR 五反田駅からも近く、近隣には飲食店が多く並んでおりますので、

その後、リモートワークやオンライン会議が急に広がっていき「ぶっちゃけ、オフィスって必要？」という

今後のランチが楽しみです☆

議論もあちこちで聞かれます。

新しい土地でこれからも業務を頑張ります！

コロナで否が応にもそうせざるを得ない状況になって、リモートワークが優秀な人とそうでない人を
浮き彫りにし、オンラインミーティングで
「実は、わざわざ会わなくてもいいのでは？」ということも
見えてしまいました。
これまでの無駄や思い込みで継続してきたことの見直しも

今月の花

Editor’s Note
ニュースレターが今月からリニューアルしました！
新コーナーもたくさん始まりましたので
これからも引き続き読んでくださる嬉しいです。
気温がどんどん上がり日差しも強くなってきておりますので
皆様、熱中症にはお気を付けください。
Miyu Sakamoto

あちこちで行われることでしょう。
コロナは確かに「禍」ですが、このくらいのインパクトじゃなければ、

ハイビスカス

こんなスピードで浸透しなかったことが一気に進み、

花言葉:「よい便り」
「繊細な美」「新しい恋」

社会が変化したと私は思っています。

熱帯花木の中でも
人気の高いハイビスカスは
夏の花と思われがちですが、
実は春から秋までの長い期間に
花が楽しめます。

そして、私はそのスピード感で、今だからこそ新しい考え方、
新しいビジネスモデルの構築、必要と不要の区別を正しく考えて
行動していくことが、会社の明暗を分けるのかな、と感じています。
新しいオフィスでも、いいことが沢山ありますように。
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聞いて
Rush 社員に

今月のご相談
「 SNS 運用代行 」
今月は、ラッシュの Web サイトからの問い合わせで、
「SNS 運用代行」のご依頼がありましたので、紹介します。
お客様からのご要望で、数年前に立ち上げたコンテンツが SNS 運用代行です。
今や SNS は必須の発信ツールですが、運用することが難しい企業さまも多いようです。
今回のご要望としては、キャンペーンの施策は先方で行いますが、

みた！

あなたがリピート買いしているアイテム
代表 倉田

堀田

【こだわり酒場レモンサワー】
500ml のものをアマゾンで
ケース買いしています。
飲みやすさと味がリピートの理由です。
他メーカーのレモンサワーと比較しても
私はこれが一番好きです。
アサヒスーパードライとこの商品が
我が家には常備されています。

梅村

【ビオレ 毛穴すっきり鼻パック】
昔から愛用している鼻パック。
週に 1 回の頻度で使っています。
汚れが目で見て取れた〜と実感できるから
白色よりも黒色が好き！
リピート回数は数え切れません。
他の鼻パックを試したけど、
しっかり汚れが取れてすっきりする、
このパックが 1 番です♪

加納

【ニトリのコロコロ】

【トロピカーナ】

ななめのカットテープなので、
切れ目がすぐに見つけられて
剥がす時のストレスがゼロです。
ただ、ケースは無印良品が
垂直に立て掛けられて好きなので、
オリジナルの組み合わせで
使っています。

トロピカーナの「ミネラル」「ビタミン」
「鉄分」などそれぞれの栄養が取れる
ジュースが気に入っています。
330ml の大容量で、近所のスーパーなら
100 円以下で売っています。
これが朝ごはん代わりになることも
多いです！

日々の運用に手が回らないから代行してほしい、とのことでした。
「お客様が面倒なこと・手が回らないことを丁寧に迅速にお手伝いする」
これはラッシュ全社員が日々心がけていることです。
企業理念にマッチすると思い、丁寧にご提案させていただきました。
結果、「費用に柔軟に対応してくれ、画像も制作できるなら、ラッシュさんに任せたいです」と
おっしゃっていただきました。
指名していただけて嬉しく感じるとともに、プレッシャーもありますが、
期待に応えられるよう、これから頑張りたいと思います。

伊藤

中島
【業務スーパーの
フォンダンショコラ】

【Logicoolのワイヤレスマウス】
我が家で気に入って買っているものは、
Logicool のワイヤレスマウスです。
Logicool のマウスは
小型ワイヤレスレシーバーを
PC に差し込むだけで使用することができ、
またレシーバーが共通で使用できるため
とても便利です。

坂口

ベルギー産直輸入で 2 個入り
180g で 298 円です。
500ｗの電子レンジで 1 分チンするだけで
濃厚なチョコレートが中からとろ〜りと
出てきます。
以前は食べたい時に買っていましたが、
TV などで紹介され最近では
品薄になってしまい、
なかなか入手出来なくなって
しまったので、見つけた時は
3 箱は買いだめします。

日比野
【アーマッドティー】

【紅茶ベース（濃縮紅茶）】

私がリピートしているものは、
カフェインレスのアールグレイティー
「アーマッドティー」です。
ティーパック 100 個入りで
1,200 円くらいで買えます！
ここ 1 年くらい、切らさず常備しています。
元々紅茶が好きで、
美味しくてお手頃に買えるものを
さがしていたところ、
これに出会いました。
おすすめです！

これにお好みで、牛乳・炭酸水・お酒など
など自分の好きなものを好きな割合で割っ
て飲むのですが、とても美味しいので毎日
のように飲んでいます。わたしは必ず冷蔵
庫にストックしてあります。おうちでお店
のような味が手軽に楽しめるので、ステイ
ホームが続くこの時期、良いリラックスア
イテムになると思います。フレーバーは何
種類かありますが、特におすすめなのがアー
ルグレイで、これからの暑い時期、炭酸で
割るのがスッキリして最高だと思います。

ポットの
ス
め
す
す
お
ご紹介♪

＠rush̲info

キュームタルト
大須観音の近くにひっそりとお店を構える手作りタルトの専門店です！
ラッシュ誕生日会のオーダーメイドのホールタルトを注文したのが
きっかけですが、ファンになりました。
通常は小ぶりなタルトを販売されていますが、季節によって
種類が様々あり、たくさん食べ比べたくなってしまいます！
お店の外観や内装も可愛らしいので、
お近くに訪れた際は是非立ち寄ってみてください。
#名古屋スイーツ #映えスイーツ #手作りタルト #フルーツ大好き
@名古屋市中区錦２丁目１２−５ サン・錦本町ビル 1F
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寺西のペンギン愛
寺西のペンギン愛

- vol.1 夢はペンギンと一緒に暮らすこと！ 実は、キングペンギンは法律や気候の条件をクリアするため、
飼うことができます。
しかし価格は300万円以上で、高い子だと1000万円もします！
加えてプールの設置や、鳴き声による騒音でご近所さんから苦情が来たり...私の夢はいつ
叶うのでしょうか？

今回は私の大好物、
から揚げのレシピをご紹介します！
パサつきがちな鶏むね肉は、
揚げる前のレモンと切り方でジューシーに！
①鶏肉を薄切りします
②中華だしの素、塩、おろしにんにく、
酒、レモン汁を鶏肉と合わせます
③30分ほど放置後、
片栗粉と小麦粉を合わせてまぶします
④フライパンで揚げ焼きにして完成！
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