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社員ブログ公開中！
--------------------------------------------------------
ジャパントラスト全営業マンのブログが始まっています。
是非、弊社ホームページからのぞいてみて下さい。
http://www.jpntrust.co.jp/
--------------------------------------------------------

お客様の声

ジャパントラストさんとの付き合いも二年目に入ろうとしております。
当初、当社と長期に渡って付き合いのありましたNVOCCさんが東京
支店を引き上げる事になり、今後の船の手配を再検討していた最中に
すが（え）さんからの電話がきっかけで付き合いが始まりました。あ
まりにもタイミングが良いので「盗聴・スパイ？」などと冗談半分で
社内で話をしたのを覚えています。すが（え）さんから石山さんに引
継ぎがあり、現在、前原さんが当社を担当して頂いております。船舶
スケジュールも定期的に頂き、真摯な対応に感謝です。ジャパントラ
ストさんの発展に伴い各部署の各々の担当の方から日替わりで連絡・
返信が入ったりして来る様になり、連絡上のトラブルがありましたが、
最近、スムーズ（かな？）な連絡・対応に成りつつある様に見受けら
れます。今後とも若いパワーで挑戦をしてください。今後の発展を祈
ります。

　

海海 運 豆 知 識

Employee‛s Profile
名古屋本社の平松です。10月より東京のブッキングを担当することとなりました。よろしくお願いします。
1年ほど前から、仕事帰りににゴスペルを習っています。もともとカラオケは苦手ですが、歌うことは好き
ですしゴスペルは振り付けがあって面白いです。皆で歌うので、上手い下手を気にせずに大声で歌えてとて
も気持ちがいいです。仕事で疲れていて今日は行くの止めようかなと思っていても、頑張って行って歌って
いるうちにスッキリ疲れが取れているので不思議です。
今は年末の発表会に向けて練習をしています。発表会
は舞台を埋め尽くすほどの大勢で歌うので大迫力です。
夏からクリスマスソングを習うので、季節外れで奇妙
な感じですが、本番気持ちを込めて歌えるよう練習に
励みたいと思います。

名古屋本社  平松

 Q :  Please answer to the following question.
 
You are drinking at bar alone. Then a person who is 
really your type come to your next seat. How will you
do? (How do you talk to her/him?) 

 

------------------------------------------------------

このコーナーでは、世界各地に広がる各代理店に同じ質問を
し、その回答を紹介していきます。

初回は、台湾の代理店の回答を紹介します。
------------------------------------------------------

  Question to Our Agent 
左より株式会社True  World Japan 様と弊社営業担当前原

バーに１人でいます。となりにタイプの人が来たら、どう
しますか？(どのように声をかけますか？）

A :   In reply to your question,  I will do-

1) smiling first in a gentle manner
2) asking her “Do you come to this bar offen?” 
    If her answer is “Yes”
    I will say “Really ? Does this bar have some 
    characters interest you？”
    If her answer is “No”,  or  It's my first time.”,  
    I  will say “It's my good pleasure to meet you here. ”
    and maybe introduce her some good drinks of this 
    bar. 
3) carefully listening what she is talking and then you
    may easily read her mind.
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