
F O R  Y O U R  H A P P Y  T O M O R R O W  N E T W O R K

vol.742022

【本社】香川県高松市福岡町4-5-1　TEL.087-851-5357　FAX.087-851-5441

新年のご挨拶 ･･････････････････････････････････････ 1
季節の食材カタログ ･･･････････････････････････････ 5
Excelの達人が教えるクールなヒント ･･･････････････ 7

Groovy Book Review ･････････････････････････････ 9
Excellent Disc Review ････････････････････････････ 10
パズルに挑戦 ･･･････････････････････････････････････ 10

c o n t e n t sc o n t e n t s

トスバックシステムズの各種パッケージソフトウェアは
お客様の日々の業務をサポートいたします！

「聖パウロカトリック教会」（長野県）
長野県にある聖パウロカトリック教会は、軽井沢の自然と調和している木造のカトリック教会。それほど大きな建物
ではないが、その美しさから多くの文人に愛され、また何人もの芸能人がここで挙式した。地元では「美の教会」「愛の
教会」と呼ばれているようだ。
今回の切り絵は、数年前に家族旅行で訪れた時の様子を表現している。雪が舞い散る景色なのに、不思議とあた
たかみが伝わってくる。

令和4年1月1日発行　通巻74号　株式会社トスバックシステムズ　●発行人／宮﨑俊和　●編集・印刷／アクセル

　　　　　　　　常識を打ち破る挑戦に期待。
2021年の流行語大賞が発表されて年間大賞が「リアル二刀流／ショータイム」になった。打者として、投手として躍動する大谷選
手に元気をもらった人は多いだろう。忘れてならないのは、彼が日本で二刀流を始めた当初は賛否が分かれていたことだ。これまでのセ
オリーに反する行動は、もろ手を挙げて応援されるわけではない。しかし、それを乗り越えて挑戦する意志が革新を起こしてきた。2022
年も、常識を打ち破る挑戦に期待したい。

編 集 後 記

寒川 幹子表紙切り絵
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明けましておめでとうございます。
皆様におかれましてはお健やかに新しい年をお迎えのこと
とお慶び申し上げます。
昨年、海外ではバイデン氏がアメリカ大統領に就任し、旧ト
ランプ政権との差異に注目が集まる中でアフガン撤退を行い
ました。人権問題や台湾問題で米・ヨーロッパ諸国が中国に
懸念を持ち、北京で行われる冬季オリンピックへの影響が心
配されています。また、G２０首脳会議やCOP２１でも地球温
暖化対策である温室ガス削減目標の合意を果たせなかった
ことは、地球の将来に於いて大いに憂慮すべきことであります。
国内では岸田新内閣が発足しました。岸田新総理にはコロ
ナ禍における国内経済の立て直しと、さきの外交・国際問題
にも積極的に関与し、リーダーシップの発揮を期待します。
スポーツの世界では明るい話題が多く、ゴルフでは4月に松
山英樹選手のマスターズ優勝、6月に笹生優花選手が全米女
子オープン優勝、野球では大谷翔平選手が二刀流にてメジャ
ーリーグで大活躍、イチロー選手以来2人目のMVP獲得。国
内では新型コロナウイルスパンデミックの影響の中で開催を
危ぶまれていた東京オリンピックが無事開催され、日本人選
手のメダルラッシュに日本中が歓喜しました。長期の新型コロ
ナウイルスパンデミックで医療体制逼迫のなか日夜ご苦労さ
れた医療関係者の皆様に改めて心から感謝申し上げます。

企業でのIT関係のニーズは、リモートワークの必要性から
「ペーパーレス」「決済承認の簡素化」「社外での入力端末の
利用」等の要望が多く寄せられています。リモートワークに関
するご質問ご要望等ありましたら営業担当までお問い合わせ
ください。
また、コンピューターウイルス感染によって重要なデータの
外部拡散は基より、基幹システム内データへの感染でシステ
ムが数カ月も使えなくなる被害を受ける例が増加しています。
皆様にはセキュリティの高い情報システムの構築と徹底した
社内教育を行い、事故防止の徹底をお願い致します。コンピュ
ーターウイルス感染防止の社内訓練のご要望には「不正接続
検知システム」「標的型攻撃メール訓練サービス」等をご用意
いたしておりますのでお問い合わせください。
本年も皆様の良き「事業パートナー」である事をお誓いして、
今後ともより一層のご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し
上げます。皆様のご健勝と事業のご発展を祈念いたしまして、
新年のご挨拶とさせていただきます。本年も何卒よろしくお
願い申し上げます。

謹んで新春のお慶びを申し上げます。
旧年中は弊社コンピュータシステム及びソリューションをご愛
顧賜り厚く御礼申し上げます。
昨年はコロナで１年延期となっていました東京オリンピックが、
無観客等の制限はありましたが無事開催されました。東京での
開催は２回目となりましたが前回大会の年に生まれたこともあり
記憶になく、今回の大会を競技場に行って観戦するのを楽しみ
にしていました。しかし、感染拡大防止処置にてテレビでの観戦
となりました。新たな競技も幾つか追加され日本選手はメダル
ラッシュとなりましたが、地元開催でしたので選手の方も競技場
で声援を受けながら競技したかったのではないかと少し残念で
ありました。2月には冬の北京オリンピックも控えていますが各
種イベントが制限無く開催される事を切に願うばかりです。
国内では衆議院選挙が行われました。日本の未来を選択する
ための選挙ですが全国的に投票率の低さが心配されます。デジ
タル庁も新設されたので、ITを活用したインターネット投票の実
現などで若者の政治への参加をもっと促す対策をとってほしい
ものです。
海外でも国のリーダーを決める選挙が行われました。コロナ
の問題、温暖化の問題、人権の問題と世界が抱える問題は増え
ており様々な国との連携や協調が必要となってきています。日本

も未来に向けて世界の国 と々連携し将来の子供達のため、世界
に於いて問題解決のためにリーダーシップを発揮してほしいも
のです。
コンピュータ関連では、AI（artificial intelligence：人工知
能）やIoT（Internet of Things：モノのインターネット）、ビッグ
データの活用など様々なキーワードが毎年登場します。IT業界
を牽引するのは海外の企業ですが、色々な略称（GAFA、
FANG、MANT、GAFMA）で表現されています。
皆様方には新しい製品や技術の活用に向けた情報の収集な
どを日頃から取り組まれていることと存じます。プラットフォーム
事業統括部では「じょうできmFIND」や「AI-OCR」などの製
品群、ハードウエア環境の構築やネットワークの構築など、それ
ぞれのお客様のニーズに対応できるよう統括部を挙げて支援し
て参ります。
今年もより一層のご支援とご愛顧を賜りますようお願い申し
上げます。
年頭に際し、本年が皆様方におかれまして飛躍の年となりま
すようご祈念申し上げます。

代表取締役社長　宮﨑  俊和

明けましておめでとうございます。
皆様におかれましてはつつがなく新しい年をお迎えのこととお
慶び申し上げます。旧年中は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し
上げます。
昨年は2年前から続く「コロナ禍」により移動制限や時短営業・

アルコール禁止など、各業界で御苦労された企業も多いことと推
察します。その反面、リモートワークの拡大でお客様とZOOMや
Teamsを利用した打合せや会議など今まで対面で行っていたこ
とがネット上で行われて時間さえ決まれば場所は関係なくコミュニ
ケーションが取れて移動等による経費削減が顕著に表れた一年
でした。
原油価格高騰によるガソリン・電気・ガス料金などの値上げ、海
外の生産現場でのコロナ蔓延による操業停止と生産遅れによる
半導体やその他機械部品などの物資不足など、まだまだ不安材
料は多く残っています。一日も早く好転し、いつもの日常に戻って
ほしいものです。
さて、昨年4月に組織改編を行い、旧ソリューション事業部と旧
印刷システム事業部を統合しソリューション事業統括部となり、東
京から福岡まで8拠点となりました。また、新しく営業推進部を設
置し、オンラインセミナーを中心に様々な情報を発信できる体制
作りを進めております。一昨年より販売を開始した生産管理シス

テム『PreSup（プレサップ）』のオンラインデモや浄化槽管理シス
テム『じょうできSUPPORT』など、ニーズに合わせたシステムの
ご紹介が可能となります。オンラインセミナーでは、弊社だけでなく
協力企業数社とのコラボ開催形式でも開催しており、業務に役立
つ関連製品紹介や最先端商品もございます。日々の作業の簡素
化・効率化・弊社システムとの連動が可能になるなどの将来性や
可能性が広がる内容となっておりますので、ご視聴をお願い致し
ます。　
コロナ禍ではあり先行きの不安は拭えませんが、これからも部
員一同、皆様にご満足いただけるサービスを提供していく所存で
ございます。今後とも倍旧のご愛顧とご指導ご鞭撻を賜りますよ
うお願い申し上げるとともに、皆様のご健勝と貴社の益々のご発
展を心よりお祈り致します。本年もどうぞ宜しくお願い申し上げま
す。

プラットフォーム事業統括部

取締役統括部長　宅間  啓倫

取締役統括部長　岡田  正敏

お客様に寄り添うトスバックシステムズを
本年もよろしくお願い申し上げます。

新年のご挨拶

ソリューション事業統括部
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れた医療関係者の皆様に改めて心から感謝申し上げます。
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上げます。
年頭に際し、本年が皆様方におかれまして飛躍の年となりま
すようご祈念申し上げます。

代表取締役社長　宮﨑  俊和

明けましておめでとうございます。
皆様におかれましてはつつがなく新しい年をお迎えのこととお
慶び申し上げます。旧年中は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し
上げます。
昨年は2年前から続く「コロナ禍」により移動制限や時短営業・

アルコール禁止など、各業界で御苦労された企業も多いことと推
察します。その反面、リモートワークの拡大でお客様とZOOMや
Teamsを利用した打合せや会議など今まで対面で行っていたこ
とがネット上で行われて時間さえ決まれば場所は関係なくコミュニ
ケーションが取れて移動等による経費削減が顕著に表れた一年
でした。
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外の生産現場でのコロナ蔓延による操業停止と生産遅れによる
半導体やその他機械部品などの物資不足など、まだまだ不安材
料は多く残っています。一日も早く好転し、いつもの日常に戻って
ほしいものです。
さて、昨年4月に組織改編を行い、旧ソリューション事業部と旧
印刷システム事業部を統合しソリューション事業統括部となり、東
京から福岡まで8拠点となりました。また、新しく営業推進部を設
置し、オンラインセミナーを中心に様々な情報を発信できる体制
作りを進めております。一昨年より販売を開始した生産管理シス

テム『PreSup（プレサップ）』のオンラインデモや浄化槽管理シス
テム『じょうできSUPPORT』など、ニーズに合わせたシステムの
ご紹介が可能となります。オンラインセミナーでは、弊社だけでなく
協力企業数社とのコラボ開催形式でも開催しており、業務に役立
つ関連製品紹介や最先端商品もございます。日々の作業の簡素
化・効率化・弊社システムとの連動が可能になるなどの将来性や
可能性が広がる内容となっておりますので、ご視聴をお願い致し
ます。　
コロナ禍ではあり先行きの不安は拭えませんが、これからも部
員一同、皆様にご満足いただけるサービスを提供していく所存で
ございます。今後とも倍旧のご愛顧とご指導ご鞭撻を賜りますよ
うお願い申し上げるとともに、皆様のご健勝と貴社の益々のご発
展を心よりお祈り致します。本年もどうぞ宜しくお願い申し上げま
す。

プラットフォーム事業統括部

取締役統括部長　宅間  啓倫

取締役統括部長　岡田  正敏

お客様に寄り添うトスバックシステムズを
本年もよろしくお願い申し上げます。
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ソリューション事業統括部
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所長

満生　春樹

　明けましておめでとうございます。
　旧年中は格別のご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。
依然として新型コロナ感染症拡大が懸念されますが一日も早く終息す
ることを祈るとともに本年も変わらぬご愛顧の程ひとえにお願い申し上
げます。
　一昨年より続いております新型コロナの影響でお客様の元へ伺う機
会が減り、お打ち合わせや操作説明をリモートで行うという新しいコミュ
ニケーションスタイルが多く取り入れられるようになりました。コロナが終

息し、今までと変わらない生活へ一刻も早く戻ることを願いつつも新し
い事業スタイルへの取り組みも重要であることを痛感致しました。
　福岡営業所では、浄化槽維持管理業者様向けパッケージシステム
「じょうできSUPPORT」を主力商品とし新しい機能として現場端末の
Androidタブレット対応を進めております。お客様のニーズに合わせて
柔軟に対応できるシステムとしてご愛顧頂けるよう取り組んで参ります。
　年頭に際し皆様のご健勝と貴社の益々のご発展を心よりご祈念申し
上げます。

ソリューション営業部 福岡営業所

部長

滝上　真二

　明けましておめでとうございます。
　旧年中は、格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
　昨年は、感染症の影響で多くの企業で在宅勤務やテレワー
ク等が取り入れられました。今後、ビジネスは電話やメール、
Web会議システム等を活用して営業を行う「インサイドセール
ス」が増加する事が想定されます。コミュニケーションツールの
導入、ITシステムの構築、WebアプリケーションやAIの活用等、
企業が取り組むデジタルトランスフォーメーションは多岐にわた

ります。より一層、皆様にご満足頂けるご提案ができるよう日々
努力を重ねて参ります。
　2022年は60年に一度の「壬寅」にあたる年とされています。
壬は「生まれる」という意味、寅は「成長する」という意味をもっ
ているそうです。今年は新しい事が始まる縁起の良い年とも言
えそうです。本年が皆様にとりまして素晴らしい1年となりますよ
う祈念申し上げます。
　本年も変わらぬお引き立ての程、宜しくお願い申し上げます。

ソリューション営業部

所長

森光　紀仁

明けましておめでとうございます。
旧年中は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
近年、新型コロナウィルスの感染拡大に伴い会議・打
合せや在宅勤務などの幅広い用途で、Web会議ツー
ル(Zoom、Teams)の利用が急速に広がりました。コロ
ナ終息後もミーティング手法としてWeb会議ツールの
使用はスタンダードとなることが予想されています。今
後もWeb会議ツールを併用しながらお客様と「Face 

To Face」を構築していけるよう所員一同努力して参り
ます。
また、2023年10月にはインボイス制度（適格請求書
等保存方式）が始まります。現状では不明な点もありま
すが、お客様が困惑されることがないよう周到に準備し、
適時ご提案させて頂きたいと考えております。
本年も、より一層のお引き立ての程、宜しくお願い申し
上げます。

ソリューション営業部 高知営業所

所長

山内　寿彦

　明けましておめでとうございます。
　旧年中は皆様より格別のご愛顧賜り厚く御礼申し上げます。
昨年もウィズコロナのなか感染症対策を講じながらの事業活動
が求められ皆様方も様 な々ご苦労があったことと存じます。
　そのような中、昨年9月にデジタル庁が発足され、政府が主導
となって本格的に日本のIT化、DX化が始まりました。弊社では新
たな取組みとして業種別オンラインフォーラムを開催し従来型の
ビジネスから次世代のビジネススタイルへと変貌させて参ります。

　本年は経済社会のデジタル化を踏まえ、電子帳簿保存法の改
正(2022年1月1日施行)が行われました。帳簿書類を電子的に
保存する際の手続等について抜本的な見直しがなされ、お客様
からのご相談も増えてきております。松山営業所では、お客様の
抱えておられる問題を一緒になって解決し、共に成長して行ける
よう取組んで参ります。
　皆様におかれましては2022年が素晴らしい一年となりますよう
心よりお祈り申し上げます。本年もどうぞ宜しくお願い致します。

ソリューション営業部 松山営業所

所長

津山　和明

　明けましておめでとうございます。
　旧年中は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
　昨年も新型コロナウィルスの影響により仕事の仕方や業務
形態で大変なご苦労をお掛けしましたが、皆様の多大なるご協
力とご支援により無事に新しい年を迎える事が出来ました。
　コロナ感染にまだまだ終息が見えない中、日本のみならず世
界を取り巻く経済にも大きな影響は避けられず、難しい状況が
続くと予想されます。一方日本ではワクチンの接種が進み感染

者が減少し緊急事態宣言がひとまず終わるなど、わずかながら
ではありますが明るい兆しもあります。
　本年も弊社の「顧客満足度１００％」という基本理念を再認
識して何事もお客様ファーストをモットーに事業を推進して更な
るサービスの向上に努めて参りますので、より一層のご支援、お
引立てを賜りますようお願い申し上げます。
　皆様のご健康とご多幸をお祈りし、新年のご挨拶とさせてい
ただきます。本年も宜しくお願い申し上げます。

ソリューション営業部 姫路営業所

所長

緒方　秀明

　明けましておめでとうございます。
　皆様におかれましては健やかに新しい年をお迎えにな
られたことと存じます。日頃より、印刷業総合管理システ
ム「ひだりうちわ」をご愛顧賜り厚く御礼申し上げます。
　昨年も新型コロナウィルスの感染拡大で制限される
生活の中で生活様式や仕事のスタイルなども大きく変
わり、皆様におかれましても大変な１年をお過ごしになっ
たことと推察致します。印刷システム営業部関東営業所

では印刷業界のニーズに対応すべく「ひだりうちわ」を
基幹としてクラウドやリモート対応、印刷機とのデータ連
携による省力化や工程の見える化に貢献して参ります。
これからも皆様にご満足いただけるサービスを提供して
いく所存でございます。
　本年も倍旧のご愛顧とご指導ご鞭撻を賜りますよう
お願い申し上げるとともに皆様のご健勝と貴社の益々
のご発展を祈念申し上げます。

印刷システム営業部 関東営業所

所長

葉柴　浩之

　明けましておめでとうございます。
　皆様におかれましては健やかに新しい年をお迎えになられたこ
とと存じます。日頃より、印刷業総合管理システム「ひだりうちわ」
をご愛顧賜り厚く御礼申し上げます。
　昨年も、新型コロナウィルスの感染拡大で制限される生活の中
で生活様式や仕事のスタイルなども大きく変わり、皆様におかれ
ましても大変な１年をお過ごしになったことと存じます。昨年の夏に
は延期となっていた東京オリンピックも無観客、リモート観戦など

新たな試みで開催され、それ以外のあらゆる行事も今までとは違
うかたちで行われるようになりました。印刷システム営業部・関西
営業所も昨年４月の組織変更に伴い仕事の仕方を変化させよう
と日々 チャレンジしています。
　新型コロナウィルス感染の第６波が来ることも予測されておりま
すが皆様のご健勝とご発展を心よりお祈り致しますとともに本年も
関西営業所一丸となり引続き新しいことにチャレンジしてまいりま
すので、倍旧のご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

印刷システム営業部 関西営業所

所長

立川　道弘

支店長

加藤　順三

　謹んで新春をお祝い申し上げます。
　旧年中は大変お世話になり誠にありがとうございまし
た。
　昨年はコロナ禍の影響もあり社会全体が仕事の仕
方、進め方、仕事内容に至るまで多大な影響を受けま
した。今年は更に大きな変化の年となりそうです。
　西日本営業所も昨年 4月よりソリューション事業統括
部に組織改編をいたしました。今まで蓄積されたノウハ

ウと共に、ソリューション事業にて培われた仕組みも新
しく取り入れ変化の時代に対応できるシステムを提案し
て参ります。
　本年も皆様のご健勝とご多幸を心からお祈り申し上
げます。今年も変わらぬご指導ご鞭撻の程お願い申し
上げます。

印刷システム営業部 西日本営業所

　謹んで新春をお祝い申し上げます。
　日頃より弊社コンピュータシステム並びにサービスをご愛顧賜り厚く御礼申し上げます。
　昨年は皆様におかれましては新型コロナウィルスの流行により緊急事態宣言のなか大
変な1年をお過ごしになったのではないかと拝察致します。しかし、一方では東京オリンピ
ック・パラリンピックの開催と日本を盛り上げた1年にもなりました。またコロナワクチン接種
も全国的にいきわたり昨年９月末をもって東京は緊急事態宣言が解除となりました。東京
支店も昨年の10月25日より通常勤務にもどり、お客様への訪問も徐 に々はじめられるよ
うになりました。しかし、まだ完全に終息したわけではないため仕事の取組み方法を考慮
しつつ、お客様との打合せにもテレビ会議を活用し引き続き感染拡大の防止を図って参
ります。今後もしっかりと感染対策を行うとともに、早い時期にコロナ感染が完全終息とな

ることを願っております。
　東京支店では、「じょうできmFIND」の拡販に注力し脱Notesを推進する代替ソフト、
既存システムとの連携を図るスクラッチ型ワークフローシステムとして、お客様に満足し
ていただける提案を実施しております。またパートナー企業様と協調してさまざまなソリュ
ーション開発にも取組んで参ります。
　本年もお客様の目線にたった最適なソリューションをご提供し、お客様の業績向上の
手助けになるよう支店一丸となり精進して参りますので、より一層のご支援とご愛顧を賜
りますようお願い申し上げます。
　本年も倍旧のご指導ご鞭撻をお願い申し上げますとともに、2022年が皆様にと
って素晴らしい年となりますように祈念申し上げます。

プラットフォーム事業統括部 東京支店

部長

北岡　正之

明けましておめでとうございます。
皆様におかれましてはお健やかに新しい年をお迎えのこ

ととお慶び申し上げます。
2022年は新型コロナウイルスの感染拡大が終息し安

定した経済活動を行い、穏やかな日常生活を取り戻す事が
出来る一年となりますよう心から願っております。
プラットフォーム技術部では官公庁・自治体様向けシス

テム構築、運用支援等、社会を支える情報システムの開発

や運用支援を手がけております。関係各社の皆様のご支
援ご協力のもと中四国地域を中心とし全国へと実績が拡
大しております。
本年も、お客様に寄り添い、ご要望に答えるとともに問題

解決へ貢献できるソリューションを提案・提供して参ります。
皆様方にはこれまで同様、変わらぬお引き立ての程よろ

しくお願い申し上げますと共に皆様のご健勝とご発展を祈
念申し上げます。

プラットフォーム技術部
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所長

満生　春樹

　明けましておめでとうございます。
　旧年中は格別のご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。
依然として新型コロナ感染症拡大が懸念されますが一日も早く終息す
ることを祈るとともに本年も変わらぬご愛顧の程ひとえにお願い申し上
げます。
　一昨年より続いております新型コロナの影響でお客様の元へ伺う機
会が減り、お打ち合わせや操作説明をリモートで行うという新しいコミュ
ニケーションスタイルが多く取り入れられるようになりました。コロナが終

息し、今までと変わらない生活へ一刻も早く戻ることを願いつつも新し
い事業スタイルへの取り組みも重要であることを痛感致しました。
　福岡営業所では、浄化槽維持管理業者様向けパッケージシステム
「じょうできSUPPORT」を主力商品とし新しい機能として現場端末の
Androidタブレット対応を進めております。お客様のニーズに合わせて
柔軟に対応できるシステムとしてご愛顧頂けるよう取り組んで参ります。
　年頭に際し皆様のご健勝と貴社の益々のご発展を心よりご祈念申し
上げます。

ソリューション営業部 福岡営業所

部長

滝上　真二

　明けましておめでとうございます。
　旧年中は、格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
　昨年は、感染症の影響で多くの企業で在宅勤務やテレワー
ク等が取り入れられました。今後、ビジネスは電話やメール、
Web会議システム等を活用して営業を行う「インサイドセール
ス」が増加する事が想定されます。コミュニケーションツールの
導入、ITシステムの構築、WebアプリケーションやAIの活用等、
企業が取り組むデジタルトランスフォーメーションは多岐にわた

ります。より一層、皆様にご満足頂けるご提案ができるよう日々
努力を重ねて参ります。
　2022年は60年に一度の「壬寅」にあたる年とされています。
壬は「生まれる」という意味、寅は「成長する」という意味をもっ
ているそうです。今年は新しい事が始まる縁起の良い年とも言
えそうです。本年が皆様にとりまして素晴らしい1年となりますよ
う祈念申し上げます。
　本年も変わらぬお引き立ての程、宜しくお願い申し上げます。

ソリューション営業部

所長

森光　紀仁

明けましておめでとうございます。
旧年中は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
近年、新型コロナウィルスの感染拡大に伴い会議・打
合せや在宅勤務などの幅広い用途で、Web会議ツー
ル(Zoom、Teams)の利用が急速に広がりました。コロ
ナ終息後もミーティング手法としてWeb会議ツールの
使用はスタンダードとなることが予想されています。今
後もWeb会議ツールを併用しながらお客様と「Face 

To Face」を構築していけるよう所員一同努力して参り
ます。
また、2023年10月にはインボイス制度（適格請求書
等保存方式）が始まります。現状では不明な点もありま
すが、お客様が困惑されることがないよう周到に準備し、
適時ご提案させて頂きたいと考えております。
本年も、より一層のお引き立ての程、宜しくお願い申し
上げます。

ソリューション営業部 高知営業所

所長

山内　寿彦

　明けましておめでとうございます。
　旧年中は皆様より格別のご愛顧賜り厚く御礼申し上げます。
昨年もウィズコロナのなか感染症対策を講じながらの事業活動
が求められ皆様方も様 な々ご苦労があったことと存じます。
　そのような中、昨年9月にデジタル庁が発足され、政府が主導
となって本格的に日本のIT化、DX化が始まりました。弊社では新
たな取組みとして業種別オンラインフォーラムを開催し従来型の
ビジネスから次世代のビジネススタイルへと変貌させて参ります。

　本年は経済社会のデジタル化を踏まえ、電子帳簿保存法の改
正(2022年1月1日施行)が行われました。帳簿書類を電子的に
保存する際の手続等について抜本的な見直しがなされ、お客様
からのご相談も増えてきております。松山営業所では、お客様の
抱えておられる問題を一緒になって解決し、共に成長して行ける
よう取組んで参ります。
　皆様におかれましては2022年が素晴らしい一年となりますよう
心よりお祈り申し上げます。本年もどうぞ宜しくお願い致します。

ソリューション営業部 松山営業所

所長

津山　和明

　明けましておめでとうございます。
　旧年中は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
　昨年も新型コロナウィルスの影響により仕事の仕方や業務
形態で大変なご苦労をお掛けしましたが、皆様の多大なるご協
力とご支援により無事に新しい年を迎える事が出来ました。
　コロナ感染にまだまだ終息が見えない中、日本のみならず世
界を取り巻く経済にも大きな影響は避けられず、難しい状況が
続くと予想されます。一方日本ではワクチンの接種が進み感染

者が減少し緊急事態宣言がひとまず終わるなど、わずかながら
ではありますが明るい兆しもあります。
　本年も弊社の「顧客満足度１００％」という基本理念を再認
識して何事もお客様ファーストをモットーに事業を推進して更な
るサービスの向上に努めて参りますので、より一層のご支援、お
引立てを賜りますようお願い申し上げます。
　皆様のご健康とご多幸をお祈りし、新年のご挨拶とさせてい
ただきます。本年も宜しくお願い申し上げます。

ソリューション営業部 姫路営業所

所長

緒方　秀明

　明けましておめでとうございます。
　皆様におかれましては健やかに新しい年をお迎えにな
られたことと存じます。日頃より、印刷業総合管理システ
ム「ひだりうちわ」をご愛顧賜り厚く御礼申し上げます。
　昨年も新型コロナウィルスの感染拡大で制限される
生活の中で生活様式や仕事のスタイルなども大きく変
わり、皆様におかれましても大変な１年をお過ごしになっ
たことと推察致します。印刷システム営業部関東営業所

では印刷業界のニーズに対応すべく「ひだりうちわ」を
基幹としてクラウドやリモート対応、印刷機とのデータ連
携による省力化や工程の見える化に貢献して参ります。
これからも皆様にご満足いただけるサービスを提供して
いく所存でございます。
　本年も倍旧のご愛顧とご指導ご鞭撻を賜りますよう
お願い申し上げるとともに皆様のご健勝と貴社の益々
のご発展を祈念申し上げます。

印刷システム営業部 関東営業所

所長

葉柴　浩之

　明けましておめでとうございます。
　皆様におかれましては健やかに新しい年をお迎えになられたこ
とと存じます。日頃より、印刷業総合管理システム「ひだりうちわ」
をご愛顧賜り厚く御礼申し上げます。
　昨年も、新型コロナウィルスの感染拡大で制限される生活の中
で生活様式や仕事のスタイルなども大きく変わり、皆様におかれ
ましても大変な１年をお過ごしになったことと存じます。昨年の夏に
は延期となっていた東京オリンピックも無観客、リモート観戦など

新たな試みで開催され、それ以外のあらゆる行事も今までとは違
うかたちで行われるようになりました。印刷システム営業部・関西
営業所も昨年４月の組織変更に伴い仕事の仕方を変化させよう
と日々 チャレンジしています。
　新型コロナウィルス感染の第６波が来ることも予測されておりま
すが皆様のご健勝とご発展を心よりお祈り致しますとともに本年も
関西営業所一丸となり引続き新しいことにチャレンジしてまいりま
すので、倍旧のご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

印刷システム営業部 関西営業所

所長

立川　道弘

支店長

加藤　順三

　謹んで新春をお祝い申し上げます。
　旧年中は大変お世話になり誠にありがとうございまし
た。
　昨年はコロナ禍の影響もあり社会全体が仕事の仕
方、進め方、仕事内容に至るまで多大な影響を受けま
した。今年は更に大きな変化の年となりそうです。
　西日本営業所も昨年 4月よりソリューション事業統括
部に組織改編をいたしました。今まで蓄積されたノウハ

ウと共に、ソリューション事業にて培われた仕組みも新
しく取り入れ変化の時代に対応できるシステムを提案し
て参ります。
　本年も皆様のご健勝とご多幸を心からお祈り申し上
げます。今年も変わらぬご指導ご鞭撻の程お願い申し
上げます。

印刷システム営業部 西日本営業所

　謹んで新春をお祝い申し上げます。
　日頃より弊社コンピュータシステム並びにサービスをご愛顧賜り厚く御礼申し上げます。
　昨年は皆様におかれましては新型コロナウィルスの流行により緊急事態宣言のなか大
変な1年をお過ごしになったのではないかと拝察致します。しかし、一方では東京オリンピ
ック・パラリンピックの開催と日本を盛り上げた1年にもなりました。またコロナワクチン接種
も全国的にいきわたり昨年９月末をもって東京は緊急事態宣言が解除となりました。東京
支店も昨年の10月25日より通常勤務にもどり、お客様への訪問も徐 に々はじめられるよ
うになりました。しかし、まだ完全に終息したわけではないため仕事の取組み方法を考慮
しつつ、お客様との打合せにもテレビ会議を活用し引き続き感染拡大の防止を図って参
ります。今後もしっかりと感染対策を行うとともに、早い時期にコロナ感染が完全終息とな

ることを願っております。
　東京支店では、「じょうできmFIND」の拡販に注力し脱Notesを推進する代替ソフト、
既存システムとの連携を図るスクラッチ型ワークフローシステムとして、お客様に満足し
ていただける提案を実施しております。またパートナー企業様と協調してさまざまなソリュ
ーション開発にも取組んで参ります。
　本年もお客様の目線にたった最適なソリューションをご提供し、お客様の業績向上の
手助けになるよう支店一丸となり精進して参りますので、より一層のご支援とご愛顧を賜
りますようお願い申し上げます。
　本年も倍旧のご指導ご鞭撻をお願い申し上げますとともに、2022年が皆様にと
って素晴らしい年となりますように祈念申し上げます。

プラットフォーム事業統括部 東京支店

部長

北岡　正之

明けましておめでとうございます。
皆様におかれましてはお健やかに新しい年をお迎えのこ

ととお慶び申し上げます。
2022年は新型コロナウイルスの感染拡大が終息し安

定した経済活動を行い、穏やかな日常生活を取り戻す事が
出来る一年となりますよう心から願っております。
プラットフォーム技術部では官公庁・自治体様向けシス

テム構築、運用支援等、社会を支える情報システムの開発

や運用支援を手がけております。関係各社の皆様のご支
援ご協力のもと中四国地域を中心とし全国へと実績が拡
大しております。
本年も、お客様に寄り添い、ご要望に答えるとともに問題

解決へ貢献できるソリューションを提案・提供して参ります。
皆様方にはこれまで同様、変わらぬお引き立ての程よろ

しくお願い申し上げますと共に皆様のご健勝とご発展を祈
念申し上げます。

プラットフォーム技術部
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ESSAY

冬が旬の根菜、レンコンとニンジンを一緒に使うメジャーな炒め料理です。サクッとしたレンコンの歯ごたえ
が気持ちよく、次から次に食べてしまいます。おかずにもお弁当の具にもお酒のアテにも使える万能料理。冷凍
対応のポリ袋に入れて冷凍保存しておけば、なにかと使いやすいです。ちなみに、きんぴらは「坂田金平（さかた
のきんぴら）」という江戸時代の浄瑠璃の主人公が語源。あの金太郎の息子という設定です。

シャキッとした歯ごたえと、いくつもの穴があいている形状が
特徴のレンコン。漢字で「蓮根」と書くのですが、その名のとおり、
肥大化した蓮の地下茎のことです。おもしろいのは、中国から
日本に2度も渡来していること。1度目は奈良時代。ちゃんと各
地に伝播したと見られていますが、地下茎が深く伸びる品種で
あったため収穫が難しかったようです。2度目は明治時代。この
時に入ってきた品種は地下茎が浅く伸びるため収穫しやすく、
現在の主流の品種となっています。ちなみに、蓮根の穴の数は
10個と決まっています。周りに9個、真ん中に1個。この真ん中
の穴は、育ちきっていないと小さく複数になっていたり、穴が空
いていないこともあります。
泥を落として皮をむけば白くて淡泊な見た目のレンコンです

が、栄養価の高い野菜です。デンプン質とビタミンCが多く、こ
のビタミンCはデンプン質に守られているため加熱しても損失
しにくくなっています。また、粘り気の成分ムチンは食物繊維が

レンコンを使ってこんな料理を。

たっぷりで、便秘改善や整腸作用があるそうです。さらに、変色
の原因になっているタンニンの強い抗酸化作用は動脈硬化や
脳卒中の予防効果が期待でき、カリウム、カルシウム、鉄などの
ミネラルが豊富なため貧血気味の方におすすめです。
民間療法として風邪をひくと「れんこん湯」を飲むというもの

があります。れんこん湯は、すりおろしたレンコンの絞り汁にシ
ョウガを加えて、お湯でのばした飲み物のこと。タンニンによる
せき止め効果や、抗酸化作用によってアレルギーの原因となる
ヒスタミンを抑える効果が期待でき、特にのどの風邪におすす
めです。薬ではなく予防や体質改善の意味で、ずっとレンコン
湯を愛飲しているプロの歌手もいるそうです。
スーパーでレンコンを買うときには、ふっくらと厚みがあり、
持ったときにずっしりと重いものを選びましょう。切り口が変色
していないものほど鮮度が良い証拠で、穴の中まで黒くなって
いるものは避けるのが無難です。

❶ レンコンは皮をむいて5～6㎜くらいの薄さで半月切りにする。ニンジン
は大きめの千切りにしておく。

❷ フライパンにごま油を入れて、❶を入れてしんなりするまで中火で炒める。

❸ ❷に砂糖とみりんを加えてまぜ、最後に醤油を少しずつ加えていく。

❹ 照りが出るまで炒めたら、鷹の爪と白ごまを加えて火を止め、煮からめる
ようにすれば完成。

※❶の時にレンコンの皮をむかず、丁寧に洗って皮ごと使っても風味が良い。

レンコン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100g
ニンジン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1/2本
醤油・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大さじ2
みりん・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大さじ2
砂糖・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・小さじ2
ごま油・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大さじ1
鷹の爪（輪切り）・・・・・・・・・・・・・・・・・適量
白ごま・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・適量

ついつい箸がのびる
レンコンのきんぴら

作り方

材料（2～3人分）

11月～3月
デンプン、ビタミンC、タンニン、ムチン、カリウム、カルシウム、鉄。
キッチンペーパーか新聞紙で包んだ上でラップで包み、冷蔵庫で1週間ほど。

食べ頃
主な栄養成分
保存の目安

レ シ ピ コ ー ナ ー

レンコンDATA

幾何学模様のような穴。

レンコン lotus root
vol.07

季節の
　食材カタログ

食べておいしく、風邪薬にもなる。
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ESSAY

冬が旬の根菜、レンコンとニンジンを一緒に使うメジャーな炒め料理です。サクッとしたレンコンの歯ごたえ
が気持ちよく、次から次に食べてしまいます。おかずにもお弁当の具にもお酒のアテにも使える万能料理。冷凍
対応のポリ袋に入れて冷凍保存しておけば、なにかと使いやすいです。ちなみに、きんぴらは「坂田金平（さかた
のきんぴら）」という江戸時代の浄瑠璃の主人公が語源。あの金太郎の息子という設定です。

シャキッとした歯ごたえと、いくつもの穴があいている形状が
特徴のレンコン。漢字で「蓮根」と書くのですが、その名のとおり、
肥大化した蓮の地下茎のことです。おもしろいのは、中国から
日本に2度も渡来していること。1度目は奈良時代。ちゃんと各
地に伝播したと見られていますが、地下茎が深く伸びる品種で
あったため収穫が難しかったようです。2度目は明治時代。この
時に入ってきた品種は地下茎が浅く伸びるため収穫しやすく、
現在の主流の品種となっています。ちなみに、蓮根の穴の数は
10個と決まっています。周りに9個、真ん中に1個。この真ん中
の穴は、育ちきっていないと小さく複数になっていたり、穴が空
いていないこともあります。
泥を落として皮をむけば白くて淡泊な見た目のレンコンです

が、栄養価の高い野菜です。デンプン質とビタミンCが多く、こ
のビタミンCはデンプン質に守られているため加熱しても損失
しにくくなっています。また、粘り気の成分ムチンは食物繊維が

レンコンを使ってこんな料理を。

たっぷりで、便秘改善や整腸作用があるそうです。さらに、変色
の原因になっているタンニンの強い抗酸化作用は動脈硬化や
脳卒中の予防効果が期待でき、カリウム、カルシウム、鉄などの
ミネラルが豊富なため貧血気味の方におすすめです。
民間療法として風邪をひくと「れんこん湯」を飲むというもの

があります。れんこん湯は、すりおろしたレンコンの絞り汁にシ
ョウガを加えて、お湯でのばした飲み物のこと。タンニンによる
せき止め効果や、抗酸化作用によってアレルギーの原因となる
ヒスタミンを抑える効果が期待でき、特にのどの風邪におすす
めです。薬ではなく予防や体質改善の意味で、ずっとレンコン
湯を愛飲しているプロの歌手もいるそうです。
スーパーでレンコンを買うときには、ふっくらと厚みがあり、
持ったときにずっしりと重いものを選びましょう。切り口が変色
していないものほど鮮度が良い証拠で、穴の中まで黒くなって
いるものは避けるのが無難です。

❶ レンコンは皮をむいて5～6㎜くらいの薄さで半月切りにする。ニンジン
は大きめの千切りにしておく。

❷ フライパンにごま油を入れて、❶を入れてしんなりするまで中火で炒める。

❸ ❷に砂糖とみりんを加えてまぜ、最後に醤油を少しずつ加えていく。

❹ 照りが出るまで炒めたら、鷹の爪と白ごまを加えて火を止め、煮からめる
ようにすれば完成。

※❶の時にレンコンの皮をむかず、丁寧に洗って皮ごと使っても風味が良い。

レンコン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100g
ニンジン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1/2本
醤油・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大さじ2
みりん・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大さじ2
砂糖・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・小さじ2
ごま油・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大さじ1
鷹の爪（輪切り）・・・・・・・・・・・・・・・・・適量
白ごま・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・適量

ついつい箸がのびる
レンコンのきんぴら

作り方

材料（2～3人分）

11月～3月
デンプン、ビタミンC、タンニン、ムチン、カリウム、カルシウム、鉄。
キッチンペーパーか新聞紙で包んだ上でラップで包み、冷蔵庫で1週間ほど。

食べ頃
主な栄養成分
保存の目安

レ シ ピ コ ー ナ ー

レンコンDATA

幾何学模様のような穴。

レンコン lotus root
vol.07

季節の
　食材カタログ

食べておいしく、風邪薬にもなる。



TOMORROW　2022　vol .747 TOMORROW　2022　vol .74 8

MASTER OF THE EXCEL MASTER OF THE EXCEL

Excelの達人が教えるクールなヒント 40

① リスト同士のひもづけ
⑴まずは「国名/地域名対応表」を「ドラフト指名表」と同シートに用
意します。

② １段階目のプルダウンリスト設定
大きなくくりである「国名」のプルダウンリストから設定していきます。

⑴プルダウンを設定したいセルの範囲を選択します。

⑵「データ」タブを選択し、「データの入力規則」をクリックします。

③ ２段階目のプルダウンリスト設定
次は「地域名」のプルダウンリストを設定します。
②の⑴～⑶まで同様です。
⑷「元の値」に「=INDIRECT(B3)」と打ち込みます。

⑸「地域名」のプルダウンリストから選択する。

⑶「設定」タブの「入力値の種類」にて「リスト」を選びます。

⑷「元の値」に国名を指定します。（ここまでは前回の設定方法と同
様ですね）

⑸「国名」のプルダウンリストから選択する。

⑶次に「地域名/氏名対応表」を「ドラフト指名表」と同シートに用意
し、⑵と同様の作業を下図のように施します。（２段階目と３段階
目のリストのひもづけ）

上記の「氏名」の欄をプルダウンしてみると、選択肢が多いですね。おま
けにスクロールすると更に続くので、見つけるのに手間がかかりすぎてし
まいますね。リストを次のように段階分け・ひもづけすることで解消して
いきます。

１段階：国名のリスト化
２段階：地域名のリスト化
３段階：氏名のリスト化

前回のやり方で行うと、下のようなプルダウンリストができます。便利で
すが、プルダウンリストを増減させる場合は手動で設定が必要です。こ
れを自動化させます。

⑴プルダウンを設定したい範囲を選択します。

⑵「データ」タブを選択し、「データの入力規則」をクリックします。

⑶「設定」タブの「入力値の種類」にて「リスト」を選びます。

⑷「元の値」に「=OFFSET(D2,0,0,COUNTA(D:D)-1,1)」と打ち込みます。

これで完成です。
選択肢がたくさんあったものが随分すっきりしましたね。また、前段階の
リストとひもづいており対象外のプルダウンがそもそも出てこないので、
ミスも少なくなります。

今回のEXCELの達人は、前回の『プルダウン』を少し深堀りした内容です。
プルダウンとはセルを選んだ際に選択肢が表示され文字を入力できるこのような機能のことですね。

プルダウンリストの簡素化（リストのリスト）

プルダウンリストの自動反映

④ ３段階目のプルダウンリスト設定
②の⑴～⑶まで同様です。
⑷「元の値」に「=INDIRECT(C3)」と打ち込みます。

⑸「氏名」のプルダウンリストから選択する。

完成です。
「候補メンバー」の列に項目を追加しても設定を変更することなくプル
ダウンが出現するようになっています。

簡単にOFFSET関数の説明もしておきます。
次のような構造になっています。
OFFSET（参照,行数,列数,高さ,幅）

今回の例でいうと、
OFFSET(D2,0,0,COUNTA(D:D)-1,1)とは
参照（基準）：D2を基準
行数（下に移動する数）：0なので上下に移動しない
列数（右に移動する数）：0なので左右に移動しない
高さ（移動先から引っ張ってくる縦のデータ）：「COUNTA
(D:D)-1」なので縦に8個
（単純にD列のデータ数を数えると「候補メンバー」～「英田」
の9個だが、「候補メンバー」をプルダウンリストから外したい
ので「-1」を行う。）
幅（移動先から引っ張ってくる横のデータ）：1なので横に1個
要約すると
「D2から始まるD列の8個のデータを持ってきなさい」、とい
う命令になります。

OFFSET関数の詳細や他の関数との組み合わせはまたいつ
か紹介します。

簡単にINDIRECT関数の説明をしておきます。
次のような構造になっています。
INDIRECT（参照文字列,参照形式）

今回の例でいうと、INDIRECT（B3）とは
参照文字列：B3
参照形式：省略可
「B3を参照してきなさい」となります。B3を参照すると「日本」
とあります。この「日本」という文字列を探索すると「東京」「沖
縄」という項目が出てくるので、プルダウンに「東京」「沖縄」と
いう選択肢を出現させてくれます。
人間の目で一つ一つ見る必要もなく、エクセルが確認してく
れるという訳ですね。

⑵「東京」「沖縄」のセルを選択し、対応する国名である「日本」を名
前ボックスに入力します。同様の作業を１段階目のプルダウンリス
トの数だけ行います。（１段階目と２段階目のリストのひもづけ）
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COLUMN

パズル
に
挑戦！

【募集要領】

Groovy Book Review

COLUMN

Excellent Disc Review

おもしろい小説を読んでいると、その世界に没頭してしまうこと

がある。心が本の中に持っていかれるのだ。ところが、この本は、

読んでいる途中に何度も心が自分の過去へ吸い寄せられた。すっ

かり忘れたはずの苦い記憶が浮かび上がってきた。それは登場人

物に自分をオーバーラップさせているのとは違って、物語と並行し

て自分も存在しているような感覚。読了後、こんな気持ちになった

のは初めての経験であった。

主人公の「ボク」は、映像関係の仕事をしている40代の男性

だ。それなりに成功しているらしい姿が最初に描かれている。彼は

自分を売り込もうとした若いモデルとベッドを共にしながら、ひと

りの女性のことを思い出していた。90年代中盤。社会の誰からも

必要とされていなかった暗い20代に、決定的な存在であった恋

人・かおりのことを。自由奔放でオリーブ少女でブスで、ボクのこと

をただひとり承認してくれた人。今でも忘れられない彼女との思い

出を軸に、物語は現在と過去がぐるぐる回りながら進んでいく。ド

ラマチックなできごとも、憧れる人物も出てこない薄味の話。で

も、心をひきつけて離さない引力がある。オザケン、エヴァンゲリ

オン、中島らも、タワーレコード、ノストラダムス…ポロポロ出てくる

90年代のサブカルワード。等身大という言葉では足りない、自分

の経験そのものの手触りがあるリアリティが迫ってくる。

1995年、ボクとかおりは文通で知り合った。そして現在のボク

はフェイスブックでかおりを見つけるのだ。他者とのつながり方の

変化は、物語の中で意識的に扱われている。なぜ人は人とつなが

りたいのか。なぜ承認されたいのか。なぜ孤独なのか。25年を経

て変わってしまった社会の中で、なにも変わらないボクたちがい

る。

本作は90年代に思い出がある年齢層にグサッと突き刺さるの

は間違いないが、不思議なことに若い世代にも刺さりまくってい

る。あいみょんは「これは私の話だ」と涙を流してあとがきを書い

ていた。2021年秋には映画が公開。主人公を演じる森山未來が、

どういうわけだか作者の燃え殻さんそっくりに見える。

出会いも別れも何もかも。
熱を失った過去から
生まれた言葉。

「 ボクたちは
　みんな大人に
　なれなかった 」

燃え殻
（もえがら）

1973年生まれ。テレビ美術制作会社で働きながらWEBで

配信した小説が話題となり、2017年に『ボクたちはみんな大

人になれなかった』で小説家デビュー。同書はベストセラーと

なり、2021年に映画化された。エッセイも好評で『すべて忘

れてしまうから』『夢に迷って、タクシーを呼んだ』『相談の森』

がある。

著者プロフィール

【ヨコのカギ】
❶ふくよかな女性を表す日本のお面。そばや
うどんのメニュー名にもある。
❸非常に臭いのキツイ魚の干物。伊豆諸島
の特産品。
❻犯罪捜査において科学技術を用いて証拠
を調べること。
❽冬になると手足の指におこりやすい症状。
かゆくなる。
10徳島の地名。高松自動車道を香川から東
に向かった時、徳島での最初のIC。
12方角における南の反対側。地図では主に
上側となる。
13北海道産のブランド米。もしくは九州のク
ルーズトレインの名前。

14食べ物を放置しておくと生える菌類のこと。
ふろ場にもよく生える。
15やたらとお金を払うのを渋る人のこと。
16暮らしている家のこと。

【タテのカギ】
❶日本の最も西にある県。特産品はシークヮ
ーサー。
❷江戸時代の武士の代名詞的な武器。
❸人格的にも優れた高位の人。危ないもの
に近づかない。
❹物の長さをはかる文房具の略称。
❺嫉妬深い人のこと。
❻ほくほくした食感の野菜。プリンにも使わ
れる。
❼主に野菜を塩や酢、ヌカなどに漬け込んで
熟成させたもの。
❽人気とかブームとか、盛んだった勢いが下
降していること。
❾セーターなどの表面がこすれて絡んで玉
状になったもの。
10墨を吐く海の生き物。10本足。
11海の中を優雅に泳ぐ薄っぺらい生き物。ヒ
レは酒のアテになる。

前回のクロスワードパズルはいかがでしたでしょうか。答えは「キンメダル」で
した。今回も仕事の合間にお楽しみください。Ａ～Ｅに入った文字をならべかえて
言葉をつくってください。アンケートにお答えいただき、クロスワードパズルの答
えを書いてFAX（087）851-5441までお送りください。
アンケートまたはクイズにお答えいただいた方に粗品をお送りします。

【応募締切】1月31日まで。
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燃え殻
新潮文庫

【前回の答え】キンメダル

フィンランドのヘルシンキで画廊を営む老人・オラヴィ。今
も顧客管理は手書き、領収書はタイプライターで発行するな
ど、時代遅れの商売をしている。よい絵を競売で落札できて
も、訪れる客はネットで落札価格を調べてから値切ってくる
始末。店には支払いの督促状が届く状態で廃業もちらつい
ているが、審美眼に自信のある彼は「最後にあと一度、大き
な仕事がしたい」と願っていた。ある日、近所で開催される
オークションの下見に顔を出した時に、無造作に置かれた1
枚の肖像画に目を奪われる。その絵には作者のサインがな
く、出所も不明であった。有名画家の証拠はなく、贋作の可
能性さえある。しかし彼は、名画だと直感するのだ。ちょうど
同じ頃、高校生の孫・オットーが職業体験で働くことになっ
た。過去に家族を捨てたオラヴィには迷惑な話であったが、
しぶしぶ受け入れたのだ。初めは険悪だった2人だが、力を

合わせて絵の秘密を調べていくうちに、お互いの存在を認
め始めるのだった。
愁いのある音楽と淡 と々した演技の静かな作品にもかかわ
らず、1枚の絵の秘密を探る過程には手に汗を握らされる。
本物と思い込んで勝負に出ようとするオラヴィ、オークショ
ンまでに証拠を見つけようとするオットー、そして予想以上
に価格がつり上がる会場。この上質のミステリー劇が前半部
分である。そう、この作品は2段構え。謎の作品のオークショ
ンまでと、そのあとで物語の様相はまったく変わってしまう。
後半は「なぜサインがないのか」という理由が主題となる。
美術だけを愛してきたオラヴィ、美術を商売としか考えない
大画廊社長、名画を求める大金持ち。それぞれの審美眼に、
サインがない理由は映っていない。しかし、その理由を知っ
たオラヴィは、見えていなかった美しさに涙を流す。

「 ラスト・ディール 美術商と名前を失くした肖像 」
DVD
アルバトロス株式会社

その目に美しさは映るのか。
美術一筋の老人が謎の絵に挑む。
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オ ダ ワ ラ ン ジ キ
ウ イ ン ブ ル ド ン
イ エ イ コ フ ウ ド
エ ツ バ メ イ ド キ
キ ト ク パ テ ア カ
ナ ノ マ ト ン ナ ネ
コ タ ツ マ シ ア ツ

17口内の液体。つばのこと。
18猫とか犬などのまだら模様の毛並みのこと。
それが名前になることも。
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始末。店には支払いの督促状が届く状態で廃業もちらつい
ているが、審美眼に自信のある彼は「最後にあと一度、大き
な仕事がしたい」と願っていた。ある日、近所で開催される
オークションの下見に顔を出した時に、無造作に置かれた1
枚の肖像画に目を奪われる。その絵には作者のサインがな
く、出所も不明であった。有名画家の証拠はなく、贋作の可
能性さえある。しかし彼は、名画だと直感するのだ。ちょうど
同じ頃、高校生の孫・オットーが職業体験で働くことになっ
た。過去に家族を捨てたオラヴィには迷惑な話であったが、
しぶしぶ受け入れたのだ。初めは険悪だった2人だが、力を

合わせて絵の秘密を調べていくうちに、お互いの存在を認
め始めるのだった。
愁いのある音楽と淡 と々した演技の静かな作品にもかかわ
らず、1枚の絵の秘密を探る過程には手に汗を握らされる。
本物と思い込んで勝負に出ようとするオラヴィ、オークショ
ンまでに証拠を見つけようとするオットー、そして予想以上
に価格がつり上がる会場。この上質のミステリー劇が前半部
分である。そう、この作品は2段構え。謎の作品のオークショ
ンまでと、そのあとで物語の様相はまったく変わってしまう。
後半は「なぜサインがないのか」という理由が主題となる。
美術だけを愛してきたオラヴィ、美術を商売としか考えない
大画廊社長、名画を求める大金持ち。それぞれの審美眼に、
サインがない理由は映っていない。しかし、その理由を知っ
たオラヴィは、見えていなかった美しさに涙を流す。

「 ラスト・ディール 美術商と名前を失くした肖像 」
DVD
アルバトロス株式会社

その目に美しさは映るのか。
美術一筋の老人が謎の絵に挑む。
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17口内の液体。つばのこと。
18猫とか犬などのまだら模様の毛並みのこと。
それが名前になることも。
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c o n t e n t sc o n t e n t s

トスバックシステムズの各種パッケージソフトウェアは
お客様の日々の業務をサポートいたします！

「聖パウロカトリック教会」（長野県）
長野県にある聖パウロカトリック教会は、軽井沢の自然と調和している木造のカトリック教会。それほど大きな建物
ではないが、その美しさから多くの文人に愛され、また何人もの芸能人がここで挙式した。地元では「美の教会」「愛の
教会」と呼ばれているようだ。
今回の切り絵は、数年前に家族旅行で訪れた時の様子を表現している。雪が舞い散る景色なのに、不思議とあた
たかみが伝わってくる。

令和4年1月1日発行　通巻74号　株式会社トスバックシステムズ　●発行人／宮﨑俊和　●編集・印刷／アクセル

　　　　　　　　常識を打ち破る挑戦に期待。
2021年の流行語大賞が発表されて年間大賞が「リアル二刀流／ショータイム」になった。打者として、投手として躍動する大谷選
手に元気をもらった人は多いだろう。忘れてならないのは、彼が日本で二刀流を始めた当初は賛否が分かれていたことだ。これまでのセ
オリーに反する行動は、もろ手を挙げて応援されるわけではない。しかし、それを乗り越えて挑戦する意志が革新を起こしてきた。2022
年も、常識を打ち破る挑戦に期待したい。

編 集 後 記
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