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■千葉支店■

埼玉県川口市芝塚原 2－3－11 エステートミア

048－261－3412

千葉県千葉市中央区新町 1－20 江澤ビル

043－243－6110
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■機械警備事業■

ＡＬＳＯＫ・ＳＥＣＯＭを使用した弊社独自のセキュリティプランニング

■防犯カメラ事業■

全てのメーカーから費用対効果で最適な価格での提供とともに有効位置へ配置

■建物総合メンテナンス事業■

消防設備点検工事から建物外溝工事に至るまで全てのメンテナンス業の取扱い

■環境セキュリティ事業■

オリエントグレースエンジニアリング提携によるアスベスト除去工事
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http://blog.goo.ne.jp/morning_2770

■ （ＮＰＯ）さいたまＳＯＨＯ起業家協議会

http://www.saitama-soho.com/

■ （社）千葉東法人会青年部

http://www.chibahojin.jp/

■ （ＮＰＯ）日本危機管理学総妍

http://www.kikikanri.jp/gathering.html/

■ （財）モラロジー研究所

http://www.moralogy.jp/
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次回興業 2008 年（平成 18 年）6 月 7 日（土）

ご

新木場１ｓｔ ＲＩＮＧ 開場 18：00

挨

拶

2005 年（平成 17 年）4 月に㈲Ｋ－プロジェクトを立上げ早くも 3 年が過ぎました。
設立の主旨は、サラリーマンの場合、転勤等によりご契約いただいたお客様や大切な異業種の仲間との
距離が疎遠になってしまうことが第一の要因であり、折角の縁をいつまでも大切にしたい、お客様に満足
してもらいたいとの思いから会社を立上げるに至りました。
また、一国一城の主になって思いっきり自分の限界を試したいという思いから自分自身の可能性に賭け
た次第です。
しかしながら、この 3 年間を振り返ると「お客様の満足度」を社是にしながら全てのお客様に満足いただけ
るサービスができておりません。
そこで在り来りですが、弊社の専門であるセキュリティ情報が少しでもお役に立てばと思い、Ｋ－ＰＵＲＯ
ニュースを発刊する運びとなりました。
まだまだ若輩の会社ですが、皆さま方のご指導ご鞭撻をお願いするとともに、
これからもＫ－ＰＵＲＯをよろしくお願い申し上げます。

代表取締役

木戸 良樹
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自動車盗

■日時

平成 20 年 4 月 8 日（水）01 時 48 分

■発生内容

自動車盗

■場所

千葉県船橋市北本町

■犯人特徴

男4名

●地図は犯行のあった船橋市北本町を中心とした自動車盗の月別犯罪マップです。（千葉県警ＨＰ抜粋）
●左上から右へ 2006 年 7 月・10 月・12 月、左下 2007 年 2 月から右へ 2008 年 2 月の順になります。
●発生場所は、東武野田線新船橋駅～塚田駅の中間地域です。
●白区画は 0 件、黄色１～２件、ピンク３～４件、赤７～８件の発生件数を示します。
●図のように犯罪地域が月により推移していることがわかります。
●白黒画像は、ＤＶＲから抜出した静止画映像です。（夜間照度不足によりこの後、最新のカラーＤＮカメラへ変更）
■事件概要■
事件当日は雨が降っており、翌朝周辺地域（半径 300ｍ）にて４台の車両盗難が発生していました。
弊社設置の防犯カメラにて確認したところ、男４名が被害車両の付近に集まり、２名が付近の見張りに散っています。
残った２名にてドアを開け、車内に乗り込み仕掛けを行っていました。
その後、一旦、マンション前の戸建住宅の車両に向かい、同じように仕掛けを行っています。
仕掛けの内容は良く判りませんでしたが、コンピュータを操作しエンジンを掛けているように見えました。
この間、ドアを開け、仕掛けを行っている時間はたったの２分間です。
４名は、予め下見をして盗難する車両を決めており、４人で１台ずつそれぞれの車両に乗り込み運転して逃走して行
きました。被害に遭った車両は、カムリ２台・ハリアー1 台・マークＸ１台のいずれもトヨタ社製でした。
■対応策■
意図も簡単に盗難していく様子から車両のＣＰを簡単に狂わすものがあるのかも知れません。
トヨタ車同機種は要注意です。対応策としては ①車両保険にきちんと入る ②ハンドルバーを設置する ③ココセコ
ムを設置する（車両バッテリー式、加入料金 5,250 円・月額 945 円～・機器設置 21,000 円）弊社にて取扱可能 ④サイ
レン装置を設置する（誤作動で周囲に迷惑がかかることがあります） ④Ｋ－ＰＵＲＯ車両用ステッカーを窓ガラス等に
貼付する（現在デザイン思案中）
完璧な対応策はありませんが、上記項目を１つでも実行されることにより盗難される確率は飛躍的に減少いたします。
コインパーキングでも長時間される場合できれば立体駐車場へ、路面駐車場の場合は手前側の人の目に付くところ
に置かれることをお勧めいたします。
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世界の
世界の堀場雅夫さんとお
堀場雅夫さんとお会
さんとお会いして
4 月 19 日（土）はロータリークラブの友好姉妹クラブである京
都モーニングロータリークラブの 10 周年記念式典が行われ
出席して参りました。
その中で、第 2650 地区パストガバナーの堀場製作所最高
顧問堀場雅夫さんの記念講演をお聞きしました。
1924 年（大正 13 年）12 月生まれの 85 歳です。
講演内容の中で、特に２つの言葉が印象に残りましたので
ご紹介いたします。
1 つ目は、ロータリー在籍中にメークアップ（他クラブへの出
席）を含め出席率 100％を 54 年中 52 年続けておられること。
『100％が達成出来ない人は、仕事や家庭、精神的や肉体的の何らかに欠陥を抱えおられるのと違いま
すか？』・・・・・決めたことは必ず実行する強い意志。
2 つ目は、講演の題目でもある「21 世紀のロータリー」について。
『未来のことなんか誰も予測できまへん。未来は自分たちの強い思いと意志とで創り上げていくもんや
で。』・・・・・自身の思いが自分の未来を造って行く。
堀場製作所というグローバル企業を一代でここまで成長させた偉人の言葉です。
強い意志と頑固さ、力強さが窺い知れます。
そんな堀場さんにご挨拶に行くと、快く記念撮影に応じていただきました。
私の右腕をぐっと引き寄せ、目の奥からは力強くかつ優しく温かい心が伝わり、一変でファンになってしま
いました。

（京都いちひめ雅楽会の舞）

（歌舞練場で茶点の舞妓さん）

今月の
今月の名言 内村鑑三先生

（金閣鹿苑寺）

『商売成功の
商売成功の秘訣』
秘訣』

「世には金を溜めようと欲する人が多くおります。
しかし、これは望んではいけないことです。
金を溜めようと欲して金は溜まるものではありません。
金がもし溜まるならば自然に溜まるものであります。
溜める金と溜まる金との間に多くの差違があります。
わずかに『め』と『ま』との差違ですが、しかしその間に天地の差
があります。
世間に対しては義理を欠き、雇人に対しては慈悲を欠き、わが身の
自由修行まで欠いて溜めた金であります。
それは溜めたのではなく盗んだのです。
金を溜めたとは申すものの、実は災害を我と我家とに積んだのであ
ります。」
文久元年 2 月 13 日（1861 年 3 月 26 日）～昭和 5 年（1930 年）3 月 28 日）は、日本人のキリスト教思想家・文学者・
伝道者・聖書学者。福音主義信仰と時事社会批判に基づく日本独自のいわゆる無教会主義を唱えた。
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ＡＥＤ（自動体外式除細動器
ＡＥＤ（自動体外式除細動器）
自動体外式除細動器）のご案内
のご案内
日本における病院外での心停止の発生件数は、年間 2～3 万件と推測されます。
今後は、高齢化によりその数が一層増加することが考えられます。
■ＡＥＤを設置することによるメリット■
1
2
3
4

亡くなられなくても良い方の命を救える可能性があります。
ＡＥＤステッカー貼付により、対外的信用向上に繋がります。
費用は安価です。
操作が簡単です。

■Ｋ－ＰＵＲＯから導入するメリット■
1
2
3
4

信用力大のセコムＡＥＤの取扱い。
1 年半ごとのチャージパック、電極セットの交換は弊社にて行います。
壁掛け設置がお勧めですが、設置作業は弊社にて無償で行います。（金具代別）
ＡＥＤの使用方法説明および救急救命方法の簡易説明を行います。

■ご利用料金■
1 ＡＥＤレンタル料（月額）5,900 円（税抜）・6,195 円（税込）
2 保証金 20,000 円
3 壁掛金具 19,000 円（税抜）・19,950 円（税込）
＊ 契約期間は 5 年間。以後 1 年ごとの契約更新。最長期間 7 年まで。

■壁掛金具（おしゃれな金具です。ビス 4 点止め）
■AED 本体（手前に引張るととれます）
■レスキューセット（ハサミ・手袋・ガーゼ等が入っています）

プロ太
プロ太の小話集

ＮＯ１
ＮＯ１

ドンダケ商事の慰安旅行で部長と課長、そして所長が南太平洋のとあるリゾートホテルのプールサイドで
いっときの休息を愉しんでいた。
するとそこへ妖精が現れてこう言った・・・・・。
「みなさん、日頃は販売の第一線で活躍され、さぞお疲れでしょう。
ご褒美に１つの望みを叶えて差し上げましょう。
このプールに飛び込むときに好きなモノの名を呼びなさい。
水はすべてそれに変わります。」
その言葉が終わらぬうちに部長が飛び込み台に走って行き、
「高級赤ワイン！！」と叫んで飛び込んだ。
するとプールの水はすべて赤ワインに変わり、部長は飲んだり泳いだりして楽しく過ごした。
それを見ていた課長も刺激され、負けじと自分も走りながら、
「日本酒！八海山！」と叫んで飛び込み、飲んだり泳いだり楽しく過ごした。
それを見ていた所長は心の中で、
『彼らのお人好しにはあきれるわ。何がワインだ。俺なら実用的にビール券にするか・・・。いや今は使え
ないからな。黄金にするか・・・。でも飛び込んだとき痛いな。若いグラマーなお姉ちゃんもいいな・・・。』
と考えを巡らしながら飛び込み台に上っていき、ついうっかり足を滑らしてこう叫んで落ちていった。
記事提供 読売ハンズ
「クソッ！！」
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
さて、初版のＫ－ＰＵＲＯニュースいかがでしたでしょうか？
犯罪実例の紹介を中心とし、その他お客様紹介や名言集、小話集も取り入れ、堀場製作
所の社是である『おもしろおかしく』をテーマに定期的にお送りしようと思います。
みなさまの忌憚のないご意見を頂戴できれば幸いです。 （編集後記：プロ太）
注：プロ太とは、右写真のＫ－ＰＵＲＯ番犬です。（体長 10Ｍ・体重 1ｔ）
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