Chapter.1【火事でデータが消失！】

マイタ電子工業の本社ビル

あれっ、なんか
サイレンの音じゃ
ないですか？

うん？ 火事かな？
この近くかなぁ

わっ、大変だ ！
隣りのビルの窓から
すごい煙が出てる ！

防災係の梶田です ！ 隣りの
ビルで火災が発生しているよう
なので、念のため、全館放送で
避難指示を出してください

ただいま鎮火しました。
近隣のビルの方はそれぞれ…

やれやれ、
どうやら
治まった
ようだな

よし、戻って
仕事再開だ
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ったく、こんな時に
情報システム部が機能
しないでどうするんだよぉ

こりゃひどいなぁ。
割れた窓から入って来た
消火の水で水浸しだぞ ！

そうだ
パソコンは

はい、わかりました。お願いします

納入業者が外出中で、
ウチへ来るのは夕方近くに
なるらしい。今日は残業に
なりそうだが、
なんとか頑張ってくれ。
是羽部長には彼の携帯へ
私から連絡を入れておくから

うわぁー、こりゃまいった。
情報システム部の方も
同じみたいだなぁ

あーあダメだぁ〜、
ほとんど水をかぶってる
じゃないか…

!?

どうします、部長。
午後に持って行く予定の
見積りデータ、取り出せ
ないかもしれませんよ

ちょっと小丸野くん。
キミ、なんとか
ならんのかね

はい、社長。あの、その〜。
えっと、実は…。安田さんは
インフルエンザでお休みで、
草加さんはたまたま休暇で
海外旅行中です。
是羽部長は出張ですし…

とりあえず、
替りの
パソコンの
セッティン
グは完了
しました

どうもすみませんね。
急なお願いだったのに、
迅速に対応して
いただいて

こんなときの
ための情報
システム部
だろ、早く
なんとか
してくれよ

す、すみません、こんな場合に
何から手をつけていいのか、
まったく見当が…
みなさん、お静かに ！
これからすぐシステムの
納入業者に連絡を取り、
代替パソコンを手当てします

というと？

サーバが つ、
ダメになって
しまいました

皆尾部長、
実は…

さて、ひとまずカタチ
は落ち着いたが…

それが済むまで、取引先との連絡は
電話でお願いします。
また、スケジュールや各種データは、
各人でメモや記憶を元になんとか
調整してください
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さて、私は納入業者に連絡を
取るから、キミは使えるパソコンの
台数を確認してくれ。それから…、
他のフロアのサーバの状況も
チェックして報告してくれるか

は、はいっ ！
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わーっ、
なんだこれー！

先週までの受注データは
外部記憶メディアにバック
アップを取っていたので
残ってるんですが、今週分 が
消失してしまったようです

そうか。
今日は水曜だから、
2日分か…。
思い出せなくはない
だろうがなぁ

いやいや、ご苦労さん。
一人で大変だったなぁ

しかし部長、
今回のことは大きな
教訓ですよね

そうだな

教訓？

毎度ありィ、
営業部さんに…
おそば、お届けに…

こんばんはー、
ピザの配達デ〜ス。
経理部さんに…

どの部署も今日は深夜まで
かかりそうですね…。
すみません

そうですね。
今回は2日分のデータの
消失で済みましたけど、
データまるまる全部が消失と
いうことにでもなったら…

パソコンはすぐに代替品を
用意して、システムにつなぐ
こともできる。けど、それだ
けじゃ業務は進められない。
データがなければタダの箱、
タダの配線にすぎない

ああ、そうだな。
でも仕方ないさ。キミも
対応、よろしく頼むよ

ああ。データのバックアップ
の問題だよ。災害などが
あった時、データを防衛して
いかに早く通常の業務活動を
復旧できるかということが、
いま企業に問われているんだ

情報システム部として、
その問題への取り組みが
遅れていたことを、
今回のことで痛感させ
られたからなぁ

そうなんだ。
でもそれは十分あり得ること
だから、ゾッとする話だね

次の週の月曜日
—

いやぁ、我々が不在の間に
とんでもないことが
起こっていたもんだな

私、
ほとんど
役立たずで
申し訳あり
ません

でも実際、どうすれば
いいんですか？ ウチは
1週間ごとにバックアップは
取っているんですよね

しかし、とはいえデータが
同じ社内にあるのでは、
バックアップの効果を半減
させてるようなものだ
ということは、バックアップの
アウトソーシングが必要という
ことですね。でもウチぐらいの
規模の会社でも、本当にそういう
のができるんですか？
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そう言えば、三谷産業に
いる友人がアウトソーシ
ングサービスを担当して
いるらしいんです。
一度、レクチャーして
もらいましょうか

うん、それはいい。
他の企業の動向なんかも
含めていろんな話を
聞いてみたいものだな。
手配してくれるか？

企業の危機管理の一つとして、
データのバックアップは
大きなテーマですので…

あぁ、危機管理に関してな ら
私も十分に意識を高く
持っているつもりだ

だからこそ、保険にも入って
いたし、今回も代替パソコン
がすぐに手に入れられた…

ですが、保険でカバー
できるのは機器類だけです

はい、
了解しました

では、次の
議題に移ろう…

真に重要なのはデータで
あり、それは保険では
どうにもならないと、
今回、痛感なさったので
はないでしょうか

確かにな。しかし、
バックアップを取る
頻度を高めるのでは
不足かなぁ

これまでより、もっと
こまめにするとか…

あ、悠木くん？
安田です。実はさぁ、
データバックアップの
アウトソーシングの
ことで…

どうぞ

いや、それだけでは、
やはり不十分だと
思います

…実は、正直言って、
アウトソーシングのことを
考えないでもなかったんだ

しかし、データのバックアップ
というものはどこまでやれば十分
なのか。また、アウトソーシング
するなら、我が社に見合う予算は
いくらぐらいなのか…とか、
なかなか具体的につかみ
きれないのだよ

失礼します

うん？
是羽部長、
どうした？

よろしくお願いします

よし、じゃあ、
予定に入れておこう

そ、そうだな

だからこそ、一度、
話を聞いてみませんか。
無駄になることじゃ
ありませんから

アウトソーシングか…

実は…。明後日、データの
バックアップのアウトソーシング
について、三谷産業の担当者を
呼んで話を聞こうと思っているん
ですが、社長にもご同席を
お願いしたいと思いまして
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Chapter.2【事業継続への備えは？】

欧米企業ねぇ…、
常識ねぇ…

では始めましょう。
ご紹介します。三谷産業情報
ソリューション事業部の
悠木さんです

最初にざっとですが、
私どもが普段やっている
プレゼンテーションに沿って
ご説明いたします
大地震や局地災害、またテロ
などが起こった後も、製品や
サービスをいかに安定的に
供給することができるかが、今後、
企業の信頼性向上を図る要素の
１つになっていきます

事業継続計画のことを、
その英文表記の略からＢＣＰと
言いますが、すでに欧米企業では
ＢＣＰの策定が常識になりつつあり
ます。納入企業の選定基準として
ＢＣＰ対応状況の開示が
求められているからです

できるだけ早く次のステップに
進めるよう、頑張ってみますので。
今日はどうもご苦労様でした

いえ、
大丈夫ですよ。
だいたい最初は
このような
感触のところが
多いんです

今日は具体的方針が何も
決まらなかったけど…

いえいえ…

あぁ…。まあ、そうなんだが。
いや、とりあえず話はわかりましたよ、
悠木さん。とても参考になりました

なんかＳＦ映画を
ご覧になっている
ような感じですか？
でも対策は早い方が
いいわけですから…

しかし、いまひとつピンと来ないと
いうか、ウチだけは大丈夫なんじゃ
ないかという気分が払拭
できないのだが…

Business
Continuity
Plan

御社でも先日、お隣のビルの
ボヤ騒ぎの影響でデータを
一部消失され、大きな混乱を
経験なさいました

そこで痛感されたのが、
事業継続への備えの大切さ
だと思います

それから事業継続を困難にさせる
リスクには、災害やテロの他に、
新型インフルエンザなどもあります。
爆発的な感染が始まって外出が
制限された時、事業継続するには
社員各自の自宅をオフィスにする
しかなくなります

事業継続計画＝BCP

実は、中学時代の同級生だった
んですが、1年ほど前にスポーツ
クラブのフットサルチームで
バッタリ再会しまして…
はじめまして、悠木です。
そういう事情ですので、
お気軽になんでも
ご質問ください。
よろしくお願いします

ウチはいまのところ、国内
取引だけだからなぁ。そこまで
大げさにとらえなくても…

でも、納入先のメーカーさんが
国際間取引をなさっているのでは？
それに国際間取引を意識するか
しないかは別として、ＢＣＰは社会
的責任を果たす上でも重要なんです

そこで、災害対策としてデータの
バックアップをアウトソーシング
しておけば、いま紹介した
どのリスクが現実になっても、
事業継続が可能になると
いうわけです

新型インフルエンザか…、
かなり現実感が増して
来てはいるなぁ

企業の社会的責任＝CSR
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企業の社会的責任って、
ＣＳＲのことだよね

ええ、災害
とかセキュ
リティの
事故があっても
事業を継続できることが、
株主や顧客の利益の
保護につながるのです

Disaster
Recovery

ええ
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Corporate
Social
Responsibility
災害対策＝DR

海外と取引のある企業では
相手国側の基準を満たさない
といけません。たとえば
アメリカのＳＯＸ法、 NFPA1600
とか、英国の PAS56
ですね。
すでに、国際間取引で
事業継続への取り組みは
取引条件化しつつあるんです

それに、ＢＣＰのＩＳＯ化が
２００９年の第１四半期に予定
されています。日本では、中央防災
会議が２０１６年度までの目標値
として、大企業の ％、中堅企業の
％以上にＢＣＰを策定させると
していますから、御社にも決して
無縁なことではないのです
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会社は
倒壊を
免れた
ようだな…

エレベーターは
使えないか…

ひ、ひどい
…、むちゃ
くちゃだ

事業は、会社は、
社員の暮らしは
どうなるんだ…

ん？

なんだ

ウチは、今日から
どうすればいいんだ…

おお、安田クン。
…この惨状だ

社長 ！
ご無事でしたか

うわっ、

地震だぁ〜 ！

電話が通じにくくなることを
想定して、徒歩 分圏内の
社員は本社に駆けつけ、
時間以内の社員はその
エリアの社員の安否情報を
まとめてから出社することに
なっていましたよね

えーっと、えーっと、
こんな時の緊急連絡網は
どうだったかな…

これはひどい…。街じゅう、
至る所が崩壊して…

!?

まずは社員と家族の
安否確認ですよね ！

あぁ、そうだった、
そうだった。
私もしっかりしなくては
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Chapter.3【社長を襲う悪夢？！】

では、私は総務に行って
社員の名簿を探してきます。
安否確認に使いましょう

うん、頼むよ。
私は事業再開に必要な
帳簿類や書類を集めておく。
足もと、気をつけろよ

まいった…

なんとかカタチになりましたね

そう言えば以前、中越沖地震
の時、被害を受けた部品
工場が操業をストップして
大きなメーカーが何社も
生産休止に追い込まれた
ことがあったなぁ

あの時、ウチも対策を
立てておかなければと
思いながら、何もして
来なかった…

各部長にパスワードを
割り当てて、部員は部長と
メールでやりとり。
なんとかネットワークらし
きものはできましたけど…

ただ、肝心のデータが…。
とくに受注データが必要
なんですけど、地震で
サーバが破壊されてしまい
ましたからねぇ…。
どうにもなりません、
お手上げです

低いって言われてるん
ですヨっ ! !
ん？

す、
すまんっ！

み、みんな

この状況では、取引先に
大きな迷惑をかけることに
なるかもしれないな…。もし
取引停止にでもなれば、
社員にも迷惑をかけてしまう…

なんとしても早急に
事業継続のメドを
立てなければっ ！

工場は無事だったから
いつでも生産に入れるのに、
こちらから受注データを送って
あげない限り、どうしようも
ないわけですから…

だから早く、データのバック
アップをアウトソーシング
しておけばよかったんですよ

私がせっかく三谷産業の友人を
呼んで説明してもらったじゃない
ですか ！ あの時、すぐに社長に
決断していただければ、こんな
時に力を発揮したのに ！

かぁ…

…あぁ、

夢
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だから社長は危機管理意識が

…以上、すべての
議題が終了した。
本日の会議はここまで

それぞれ、ある程度の
備えはしていらっしゃる
と思いますが、実は
一般的なＢＣＰには
盲点があります
『①人』
の場合、
出先などにいる社員と
連絡がとりにくく、
安否確認に時間が
かかることがあります

…あぁ、
是羽クン

はい、なんでしょう

先日はどうも
ありがとう
ございました

ご覧のように、被災後、
事業を再開するためには、
①人 ②場所・機器
③情報システム
④データの順で復旧させる
ことになります

①人
②場所・機器
③情報システム
④データ

では、弊社のアウトソーシング
サービスについてご紹介します

ボヤ騒ぎの直後は
本当にはわかって
いなくて、昨日の夢で
イヤというほど思い
知らされたのだが…、
これは黙っておこう

うむ、そうなんだよ

※被災後の事業再開のポイント

この前のアウトソーシングの
ことだけど、改めてサービス
の詳細を聞こうと思うんだが、
三谷産業の担当者、悠木クン
といったかな、
呼んでもらえるかな

今日はアウトソーシング
サービスの詳細を
説明させていただきます。
ではまずその前に、
簡単に先日のおさらいを
しておきたいと思います

結構いろいろな
ところに盲点が
あるんですね

そして、最後の
『④データ』に
ついては、先日のボヤの
とばっちりで、バックアップが
ない限り復元は不可能だ、
ということを痛感なさった
んですよね

はい

はい、わかりました。
すぐに安田クンに
連絡を取らせます

『②場所・機器』では、
建物が立ち入り禁止に
なってしまうことや、
社員の出社が不可能に
なることもあります

『③情報システム』では、
ベンダーとの連絡が
取れない事態も起こり
得ますし、システム機器の
調達に時間がかかる
こともあります
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Chapter.4【MITANIのアウトソーシングサービスとは。】

■媒体保管
■文書・書類保管
■リモート
バックアップ

弊社三谷産業では、高度な
セキュリティと堅牢な設備環境を
備えたデータセンターにおいて、
安心・確実なアウトソーシング
サービスをご提供しております
データセンターで行う災害対策向け
のアウトソーシングサービスには、
大別して《データ保管サービス》と
《ハウジングサービス》とがあります

ハウジング
サービス
データ保管
サービス

うん、なるほど。確かに、
安心ですね。でも送りの
手配がちょっと面倒かな？

指紋照合システム等を組み入れた
厳重なセキュリティ設備と、
大震災級の巨大地震時にも耐えうる
免震システムの採用により、
お預かりした重要なデータを
安全にお守りできるんです

【文書・書類保管】
サービスを
併用いただければ、重要な文書類も
安全に保管します

日次、週次など予め決めた
サイクルでデータ媒体
を
（テープやＣＤ Ｒ
— など）
お預かりするんです

ほう

【媒体保管】
というのは、万一の
災害に備えて弊社のデータセンターで、
お客様の重要なデータ媒体を
保管するサービスです

こうした堅牢でセキュリティ
レベルの高いデータセンターを
利用することで、人材のコア
業務集中といった効果に加え、
内部統制の強化や個人情報保護
にも対応できるんです

【データセンターアウトソーシングサービス提供イメージ】
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まず《データ保管サービス》
ですが、これには
【媒体保管】【文書・書類保管】
【リモートバックアップ】
などのサービスがあります

《データ保管サービス》

【データ保管サービス（媒体保管）】
※「文書・書類保管」も同様

では次にハウジングサービスに
ついてご紹介しましょう。
これはサーバ機器とデータを
丸ごとお預かりする
サービスです

単
簡
頼
信
価

緊急時には、ネットワーク経由
で簡単にデータを取り出し可能
です。

いろいろな
ラインアップが
あるんですね

これは、お客様サイトのバックアップ
データを夜間にデータセンターへ
転送し、保管するサービスです
データ媒体を送る手間がかかり
ませんし、これによりお客様
サイトのある場所が地震や火災
など有事の事態に遭遇しても、
重要なデータは確実に
保全されます
つまり
【媒体保管】
サービスの
物足りなさを、セット価格の《安価》、
データセンター活用の《信頼》、自動
運用の《簡単》で解消できるんです

自動運用って点が、
いいわ。何もしなく
ても安心ですね

はい、もちろんです。
みなさんの日程調整をなさって
ご連絡ください。
私がご案内いたします ！

そうだな。
そのデータセンターの
見学というのは
できるのかね？

さてこうなると、あとは
御社のデータセンター
そのものの堅牢性を
確認できれば安心なの
ですが…

ウチだと
どのタイプが
いいんだろうか？

うん、なるほど。
よくわかりました。要するに
求めるレベルに合わせて、
いろいろなサービスが
用意されているんだ

セット価格で安価、
というのもいいねえ

ハウジングサービスは、
お客様のサーバ機器を
弊社がお預かりし、運用・管
理します。これによりお客様
のＴＣＯ削減や人的資源の
有効活用も実現できます

安

堅牢なデータセンターがお客様
のデータをお守りします。
バックアップに必要な環境を
データセンター運用サービスと
セット価格にてご提供します。

Total Cost of
Ownership

20
21

TCO＝総保有コスト

そういうお客様に好評な の が
【リモートバックアップ】
サービスです

リモートバックアップ？

免震部材

■災害対策

それから途中、上り坂でお気づ
きかと思いますが、海抜 ｍの
丘陵地ですから水害の危険も
一切ありません

1. 災害に強い建物
２. 二重化された“強い電源”
３. 高セキュリティのための
設備
４. 高セキュリティのための
運用
５. 充分な機器収容力

ほう、それならまず
立地としては申し分ない
というわけだね
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○倉庫業
（国土交通省）

東京首都圏のお客様のデータも
お預かりしていますが、ここに
データセンターがあるという
ことは、それだけで首都圏の
お客様とって有利な条件なんです

①UPSの予備機設置
②空調機の予備機設置
③インターネット接続設備の二重化
④高圧変電設備：内線配線の二重化

○第二種通信事業者（総務省）

災害対策、防犯対策、
機器障害対策も

■機器障害対策

○ISO14000認証

バッチリです

①窓に鉄格子の設置
②ガラス破壊センサー
③センター間仕切り
④入退出管理装置（非接触）の設置及び
入退出実績の記録保存
⑤サークルロックドアの設置
⑥指紋センサ設置
⑦赤外線センサの設置
⑧センタースペースと機械室の分離
⑨ITV監視装置の設置
⑩耐火保管金庫の設置

○ISO9001認証

ほほう、
そりゃまたなぜ？

■防犯対策

○プライバシーマーク取得

首都圏に災害が起きても、フォッサマグナを
越えた地域にデータが保管されていれば安全が
確保できるからです。
いっぽう、首都圏のデータセンターだと、
企業の本拠地と一緒に被災するリスクが考えられます。
ここは都市部からも離れているので、
データセンターの大前提となる
“安全な場所”
という
第一条件を備えているんですよ

①免震構造
（サーバ棟）
②UPS
（無停電電源装置）設備：瞬停対応
③自家発電設備
④耐震補強壁の設置
⑤耐震型二重床
⑥機器免震、落下防止枠設置
⑦照明器具の落下防止
⑧窒素ガス消火設備の設置
⑨超高感度煙感知器の設備
⑩高圧：アレスター（避雷器）設備
⑪低圧：アレスターサージアブソーバ設置
⑫空調機ゾーンの分離
⑬配管ルートの分離
⑭漏水検知器の設置
⑮防水工事及び防水堤の設置

免震装置

お疲れさまでした。ここが
弊社のデータセンターです

免震ピット壁

○ISMS適合性評価制度認証
（ISO/IEC 27001:2005/
JIS Q 27001:2006）

さて、まず立地場所ですが、
非常に深い風化凝灰岩層が
支持層になっており、直接基礎
としています。とても強固な
地盤なんです

サーバー室
（電気室）

ハイ ！ 次に建物ですが、
具体的には、総務省の
災害対策、防犯対策、機器障害 『公共ＩＴにおけるアウトソーシング
対策についても、高水準の
に関するガイドライン』
、
ＩＤＣイニシアティブの『ＩＤＣ活用
指針に準拠しています
ガイドライン
（高品位規格）
』に
従っています

サーバ棟は免震構造に
なっています。免震装置が
地震の揺れを吸収すること
で、建物に地震の揺れが
伝わりにくくなります
【認証／資格】

サーバー室

Chapter.5【データセンターを訪ねて。】
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こちらがサーバ室の
ある第二棟です

5

ではデータセンター
の内部をご案内
しましょう
サーバ室に入るには、ＩＤ、パスワード、
指紋認証が必要です。しかもサークル
ゲートなので、１人ずつしか入れません。
つまり連れ込みを防止できるんです

7

22

数字には現れにくいのですが、
見逃してならないのは数字以上に
重要な効果、つまりお客様企業の
信頼性や企業価値の向上といった
定性的なメリットです

うん、確かにそうだなぁ。
私も実は、そこが一番
気に懸かっていたんだよ

はい社長、
了解しました

よし、来週の会議で
正式決定しよう。
是羽部長、
そうしよう！

はい

つまりデータの保全、
事業の継続、内部統制
といった信頼性や
企業価値の向上と、
トータルコストの
削減を同時に実現、
ということだね

以上、お客様の機密データを
お預かりしているセキュリティの
関係上、ごく大まかにしかご案内
できませんが、データセンターを
ざっとご覧いただきました

で、ちょっと試算してみましょう。
すると、このボードのようになります。
あくまで弊社試算ですが、ある企業が自社で
運用管理すると ヵ月108万 千円かかり
ます。しかしそれを弊社へアウトソーシング
すると、 万 千円。差引で 万 千円、
約 ％のコスト削減効果が現れます

消火ガス設備
※サービスの内容や諸条件により、
効果や費用は変わります。

システムの活用度を向上させ、
安定稼動させるためには、
常にシステム環境のチェック・
管理・メンテナンスを
しなければなりません

これらすべてを自社内で
対応しようとすると、
専門的なＩＴスキルや知識を
持った専任担当者が常在する
必要がありますよね
それも、担当者の病気・事故や
休暇のことを考えると、複数人
いることが望ましいですね

ええ、確かに。
しかしそうなると、
人件費などの運用
管理コストが結構
大変になるなぁ

1

2

●差引22万5千円
（約20％）の
コスト削減効果

指紋認証
UPS
（無停電電源装置）

こちら第一棟には、
セミナールームや
応接会議室があります

いやいや、こういう所、
中を見るのは初めて
なんですが…

実際に見るとやっぱり
安心だし、災害への備えの
必要性も実感できますね
うむ、そうだな

そうなるとあとは、
アウトソーシングした場合に、
具体的にどのようなメリットが
生まれるか、なんだが…

空調機

86

●アウトソーシング
だと
86万2千円/月

①主要取引先からの要請
（災害対策）に対応。
②災害対策体制充実化の
アピールによる企業価
値の向上、営業上の差
別化実現。
③ステークホルダーを満
足させる安心安全なシ
ステム運用実現。
④内部統制（IT全般統制）
対応の実現、追跡・監
査対象データの保管。
⑤万一の有事が起きても
事業継続可能な経営の
実現。

セミナールーム

24
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サークルゲート

20

●自社で運用すると
108万7千円/月

■アウトソーシング
サービスによる
お客様のメリット

応接会議室

ありがとうございます ！

これからよろしく
お願いするよ

—
—
—

—
—
—
—

これでもう、どんな
災害にも安心ですね

あのー
それでアウトソーシングで
コスト削減ってことは、
情報システム部の誰かが
削減されちゃうんですか？
たとえばワタシとか…

いや、そんな
ことはないよ

…最後にお知らせですが、
我が社では、このたび災害に
備えてアウトソーシング
サービスを利用します。
まずはリモートバックアップ
といって、重要なデータを
インターネット経由で毎日、
三谷産業データセンターへ
送り、保管することから
始めます

これで、この前のお隣りの
ビルのボヤ騒ぎのときのよう
な混乱もなくなりますし、
将来のさまざまな災害時にも
事業継続が容易にできるよう
になります

運用促進のために社内教育を
したり、情報システム自体も
経営戦略に沿って常にレベル
アップしていかなければなら
ない。だから、それに携われる
人材は必要不可欠だ。
小丸野クンは不可欠の戦力だよ

我々は部品メーカーとして、
もっともっと大きく
なりたいんだ

そのためにはしっかりした
情報戦略を持たなければ
ならない。
そういうことにも関わって
ほしいと思っているんだ

とりあえずキミは災害の
時にもあわてないよう、
肝っ玉の信頼性を上げて
いかないとな

肝っ玉
ねえ
ちゃん、
ですね ！
そういう安田クンも
インフルエンザで寝込んで
しまわないよう、体力面での
信頼性を上げないとな

あっ、すみません。
はは…

決まったな

災害への備えかぁ。
そう言えば
非常持出袋の中身を
見直さないと…。
カンパンとか古くなって
るだろうなー。そうだ、
デザート用にスイーツと
かもいっぱい入れて
おかないと…。
なるべく日持ちする
やつを
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皆さんも、各自の災害に
対する意識をこれまで
以上に強くして、仕事
および生活するように。

はい、解散 ！

つづく

Epilogue【これでデータ保全はもう安心！】

月 イ チ 朝 礼

