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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
ジャパントラスト様には弊社のお客様である富士電機様
のお仕事もお願いしております。今では仕事を越えて共
通の趣味であるワインを仲立ちに、楽しい三社（三者？
）のお付き合いをさせて頂いております。現在は、毛利
さんの後任のご担当、小椋さんと外間さんのおかげで、
GREATLUCK（ジャパントラストの現地法人）様との
連携もスムーズで非常に安心しております。毛利さんは
常々、「ただのノンダ（飲んだ）クリエではありません
から」はと言われてましたが、本当なんですね。

（後列-富士物流様、前列右-富士電機様、左-JTC毛利）

　

海海 運 豆 知 識

駐在員 大川内

シカゴはアメリカ西部と東部を結ぶ流通の要であり、北米の中央部に広がる大穀倉地帯に関連したビジネスの中心地でもある。

19世紀から続く豊かな町なのだ。そうなると、ショッピングも当然リッチ。特にダウンタウンの北側、ノース・ミシガン通り

は、「マグニフィセント・マイル」と呼ばれ、およそ２キロにわたって華やかなショッピング・エリアが続いている。店の種

類の多様さ、高級ブランド店の多さなど、ニューヨークと比較してもけして見劣りがしないほど。特にクリスマスが近づく11

月中旬以降は、ここは北米で最も活気のあるショッピング・エリアになる。各店で工夫をこらしたウィンドー・ディスプレイ

はもちろん、夜のライトアップがすばらしい。11月22日、23日には、ミッキーマウスがリーダーになってお祭りを盛り上げ

てくれる「マグニフィセント・マイル・ライト・フェスティバル」が行われる。100万個以上のライトが街路樹に灯され、街

中がゴージャスな夢のエリアに変身する。風は冷たいが、しっかり防寒対策をして歩けば、ウィンドーショッピングだけでも

夢心地になれるはずだ。また、北米のクリスマス商戦が

本格的に始まるサンクスギビングの祝日には恒例のパレ

ードが行われる。サンクスギビングのパレードはニュー

ヨークのメーシーズ・デパートのパレードが有名だが、

シカゴッ子はこれに対抗する意欲満点。毎年30万人以

上の人々が集まる大イベントになる。この日から市役

所周辺では巨大なクリスマス・ツリーがライトアップ

され、これもニューヨークと比較されるほど豪華。

 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?) 

 A :   To answer your question, if I was alone at a bar
 and then someone came and sat next to me, first thing
 human nature is to decide if the person is attractive to 
 you in some way.Then if he is then you would try to start 
 a conversation with him, you may start w/a compliment, 
 for example thats a nice shirt and see if the conversation
 starts from there, or you can ask if they are from around 
 there,or what do they do for a living, work etc. 
 I think after a few minutes you will be able to tell if the 
 person is interested in you or not.

------------------------------------------------------
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。
今回はアメリカの代理店の回答を紹介します。
------------------------------------------------------

  Question to Our Agent 
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 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?)

 A :   To answer your question, if I was alone at a bar
 and then someone came and sat next to me, first thing
 human nature is to decide if the person is attractive to 
 you in some way.Then if he is then you would try to start 
 a conversation with him, you may start w/a compliment, 
 for example that is a nice shirt and see if the conversation
 starts from there, or you can ask if they are from around 
 there,or what do they do for a living, work etc. 
 I think after a few minutes you will be able to tell if the 
 person is interested in you or not.


