今月のご相談
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「 SNS運用代 行 」
ウィズコロナの中、SNS を使ったキャンペーンを販促活動として活用したい、というお声を
多くいただくようになりました。
リアルイベントよりも行いやすく、最近人気のキャンペーンだと感じます。
SNS を使ってのキャンペーンとしては下記が例として挙げられます。
・Twitter フォローリツイートキャンペーン
・Instagram ハッシュタグキャンペーン
・フォトコンテスト（写真を投稿してもらう）キャンペーン
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SNS 運用代行を行っているラッシュでは、SNS を使ったキャンペーンも様々代行しています。
たくさんの人に興味をもってもらい、楽しんで参加してもらえるキャンペーンとは何か、
お客さまと一緒に考えて作ることにとてもやりがいを感じます♪

アンケート調査の達人

ブログ紹介
Now!

Rush梅村の

忙しくてもなるべく湯船に
浸かるように意識しています。
入浴剤や炭酸タブレット、バスオイルなど
良い香りのものを使うようにしてから
寝付きも良くなり、頻繁になっていた
金縛りがなくなりました！
入浴中は難しいこと考えると
のぼせるので（笑）

最近は YouTube でショートアニメ
「犬と猫どっちも飼ってると
毎日たのしい」を
見て犬も猫も飼いたいな〜と
思いながら癒されています。

ロボットに相談したい人が 68％！？
仕事の悩みを上司に話せない現状
2020 年は史上最もストレスが高い年となったことが、
経営層と従業員の行動についての
調査で発覚しました。
現在はメンタルヘルスのサポートを
ロボットに頼りたいと感じている人が 82％もおり、
68％の人は「仕事上のストレスや不安を上司よりも
ロボットに相談したい」と回答したことが
わかりました。
人に相談できない今の日本の現状も浮き彫りに…
そんなストレスを感じている
従業員の気持ちを知るには？
ブログで解説しています。
▼こちらからブログをチェック
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https://www.rush-i.com
【重要】ニュースレターに関するお問い合わせ・ご意見・ご要望は
＜info@rush-i.com＞までお願いします。
お届け先の変更や、ニュースレター送付不要の際もお知らせいただければ幸いです。

Fax:03-6811-5840

ラッシュ・インターナショナル

ニュースレター
Message from President

あっという間に今年も終わりです。コロナやらインフルエンザやら、
寒い季節はいろいろな対策が必要ですね。
ラッシュでは、インフルエンザの予防接種に3,000円の実費補助を出しています。
ほぼ強制（笑）で、全社員に接種を依頼しています。
＜GAFAに思う＞
世の中をすごい勢いで便利にしている「GAFA」。
創業年を調べてみると、なんと昭和時代に存在していたのはAppleのみで、
他の3社は平成に入ってからの創業です。
知ってはいましたが、改めて平成になった時点ではAmazonもGoogleもFacebookも
存在していなかったんだな・・・ということにちょっと驚きを感じます。
（Apple：1976年、Amazon：1994年、Google：1998年、Facebook：2004年創業）
確かに便利になったことは誰もが認める事実ですが、便利さとトレードオフで
失ったものも大きいのではないか、と個人的には考えています。
例えば、記憶力や想像力がその失ったものの代表格ではないでしょうか。
ラッシュの20代の社員たちを見ていても「覚える」「頭を回転させる／事象を深堀していく」ことが
苦手だなと感じます。
これは勉強ができないとか、そういう話ではなくて、単に「覚えていなくても困らない状態で
ここまで生きてきたからできない＝覚えられない」という類の意味合いです。
特に「わからないことを調べる手間」は私の学生時代と今は、雲泥の差があります。
大げさではなく、数百倍から数千倍レベルでかかる時間が違います。
うまく「便利」を享受しながら、失いたくない大事な機能を維持することが、
人も企業も重要だと思います。
私は、子どものころから友達の家の電話番号や誕生日を暗記することが
好きでした。
起業してからも、スタッフさんが10数名の時は、
全員のお子さんの名前や年齢まで記憶していたものです。
覚えていること自体が便利で生産性が高くなる時代ですから、
記憶自体が楽しくもありました。でも、今はどこに何があるか、
どうやれば答えが出せるか「だけ」を確実に覚えていれば、
答え自体を引き出す方法が簡単で、時間もあっという間な時代なので、
この時代に適応できる社員を上手に育てなければ！と思います。
そうやって時短できた分を、人間にしかできない配慮やお客様への
思いやりを発揮する時間に充ててもらいたいですね。

Rush News

Rush 社 員

アンケート調査の達人 サイト改変！

▲ 詳細はこちら

アンケート調査の達人のトップページを、
お客様によりわかりやすいものに変更しました！
お客様のお悩みを解決するにはどの調査をすればよいのかを、
お客様のお悩み例を紹介し、
事例に対しての調査方法がわかりやすい形に。
また、
調査の方法は具体的にどのように行うのか、
初めての方にもわかりやすいよう、
打合せから調査の分析までの流れを、
ポイントを交えたり、納品データの例を記載し、
細かく説明しています。
今後も資料を増やし、
パワーアップしていく予定です。
SNS情報についてもわかりやすいよう、
サイトページに掲載しています。
SNSでは「日常の気になるもの」のランキングを毎日投稿！
達人サイトに興味のある方は是非一度ご覧くださいませ！
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【 旅行 】

【 スノーボード 】

毎年、高校時代の仲間と
旅行に行っていました。
まだ行けていないので
行きたいのですが、
今年はコロナの影響で行けるのか、
という状況です。
温泉に入って、
心も身体も
リフレッシュしたいです！

今年は自粛でどこにも旅行に
行けていないのと、
去年は雪があまり降らず、
スノーボードに行けなかったので、
今年中に 1 度行っておきたいなと
思っています。
きれいな雪の上を気持ちよく滑って、
リフレッシュをして
新年を迎えたいですね！

【 大掃除 】

2021年
ヒット予測
ランキング
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今年中に
やっておきたいことは？

に
聞 い て み た！

【 大掃除 】

コロナ自粛ムードなこともあり、
家にいる期間が長い年でした。
その分、お恥ずかしいことに
家の荷物が散乱しておりますので、
「今年の汚れは今年の内に」を
心がけ、
綺麗な状態で 2021 年を
迎えられるよう頑張って
大掃除をしたいです。

無人駅×辺境グランピング
グランピングとは、グラマラスと
キャンピングを掛け合わせた造語で、
「良い所取りの自然体験」という意味が
含まれます。
無人の駅に、グランピング施設が
オープンしており、宿泊施設、飲食施設
だけでなく、野外サウナ施設も
展開されています。

毎年 2 日間くらいで家族総出で
一気にやるのですが、
天気が悪かったり
終わりきらなかったりで
スッキリしたことがなく ( 笑 )
今年は少しずつ進めて
計画的に掃除しようと思います。

【 段ボールの処分 】

【 お祝い 】
両親が、今年の12 月で
金婚式を迎えます。
みんなで美味しいものでも
食べに行く予定でしたが、
難しそうなので、
何か記念になるものを
お祝いに贈ろうと思っています。

今年千葉から愛知に
引越したのですが、
その際に使った段ボールが
未だに部屋の片隅を陣取っています。
捨てなきゃ捨てなきゃと思い続け、
気が付けばもう年末…。
きれいに片付けて、
すっきりした気持ちで
2020 年を締め括りたいです。

電車を眺めながらの宿泊や、
ソーシャルディスタンスを保てる
非日常を味わえます。

他視点スポーツ観戦

他視点スポーツ観戦とは、
多数のカメラを設置することにより
様々なアングルから観戦することが
できるというものです。

とんかつ大學
今回ご紹介するのは、
「とんかつ大學」というとんかつ専門店です！
注目すべきはボリューム満点のメニューと、嬉しい価格の安さ…！
メニューも豊富で、お店に行くたびに
どのメニューにしようか迷ってしまいます。
坂本のオススメは「季節野菜とチーズミンチかつ定食」です。
とんかつ大學こだわりの「チーズミンチかつ」が
とても大好きなのです。
名古屋には残念ながら店舗はありませんが、
東京にお越しの際は是非お試しください！

2位

「好きな選手をもっと間近で見たい」
という想いが叶う日が
そこまで来ています！

3位

ビヨンド副業

ビヨンド副業とは、遠隔作業などで
キャリアアップをするための
「地方副業」という意味を
持っているようです。
平日は都心で本業、週末は地方での
副業という方が増えると
予測されています。

ボジョレーワインにピッタリ！
デミグラスソースを使ったポークシチューをご紹介♡
材料 (3 ～ 4 人分 )
ハインツデミグラスソース缶 1 缶、お好きな野菜・キノコ類 、
豚バラ肉 、赤ワイン、水、塩コショウ 適宜

sh 伊藤の
Ru

①豚バラ肉に焼き目を入れます。

ピ

おつまみレシ

②野菜・①の豚バラ肉を鍋へ投入し炒めます。
③玉ネギが透き通ってきたら、赤ワイン・水の順に鍋へ入れ、
30分ほど煮込みます。
④最後に大さじ1のバターを入れて完成です！

