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和を大切にし、人も建物も明るく元気にします
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10 月、１１月の合同誕生日会が
行われました。素敵なプレゼントあり、
美味しい食事あり、笑いありの
楽しいお誕生日会になりました。
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10 月 11 月度合同お誕生日会が行われました。
今回も試行錯誤したプレゼントをお渡し出来て良かっ
たです。美味しい食事もあり、皆で楽しく素敵な時間
を過ごす事が出来ました。みなさん良いお歳を♪
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◇◇◇千代田朝江さん◇◇◇
●社長より：千代田さん、本当に残念でした。早く良くなりま
11か月勤めさせて頂きました。
すように、願っています。
やむをえず辞めさせていただくことになりま ●山崎マネージャー：千代田さん今までありがとうございま
した。ありがとうございました。
した。ほんとに残念です。
また膝がよくなったら戻ってきてく
膝は少しずつ治療していきたいと思っており ださいね。おまちしています！
！
ます。
●加藤リーダーより：先日はありがとうございました。早く良
社長様、
スタッフの皆様のおかげでいい経験、くなって機会があればまたよろしくお願いします。
仕事ができました。本当にありがとうございま ●八尾より：せっかくお客様関係も深まり、作業にも慣れて
した。会社の発展、
ご健康を心よりお祈りして 頂いておりましたのに残念です。今はしっかり治療され、元
います。
気になりましたら、
またお声掛け下さりますように！再会で
きる事！心待ちしております。
●西岡より：千代田さん、一年間ありがとうございました。千
代田さんの素敵な笑顔に会えなくなるのは本当に残念です
(ノД̀)・゜・。早く良くなりますように！
●金田より：千代田さん、お便りありがとうございます。退職
されるのは本当に残念です。一日でも早く良くなる事をお祈
り致します。
●社長より：南埜さん、いつもありがとう。そして、今年も一年
◇◇◇南埜靖子さん◇◇◇
社長様、ベルの皆様いつも色々ありがとうご 間お勤めいただき、ありがとうございました。感謝です。
●山崎マネージャー：南埜さん今年もありがとうございまし
ざいます。
今年もあと少し、来年は何事もなく頑張って た。色々と不安があると思いますがわからないことはいつで
も聞いて下さい。南埜さんとは長い付き合いです。
これから
いきたいと願っています。
も体に気をつけて頑張って下さい。
また来年も宜しくお願い
今年は本当に悪かったです。
します。良いお年を。
色々とありますが頑張ります。
●加藤リーダーより：いつもありがとうございます。来年も体
よろしくお願い致します。
に気をつけてよろしくお願いします。
12月3日
ゴミ袋と点検報告書取りに伺います。
よろしく ●八尾より：いつもありがとうございます。南埜さんの元気パ
ワーをどうか来年も降り注いで下さい。今年一年どうもあり
お願いします。
がとうございました。
●西岡より：南埜さん、今年も一年ありがとうございました！
！
来年は南埜さんの元気で良い年にして下さい！
！
（＾＾*）
●金田より：南埜さん、いつもお便りありがとうございます。
今年も一年間ありがとうございました。来年もよろしくお願い
致します。
●社長より：田所さんいつもありがとうございます。感謝です。
◇◇◇田所真理子さん◇◇◇
10月30日八尾様、ハンドクリーナーありがとう ●山崎マネージャー：田所さんいつもありがとうございます。
色々な現場を受け持って頂きこちらこそ感謝しております。何
ございました。
11月10日西岡様ハイター白スポンジありがと かお困りごとがあったらいつでもおっしゃって下さい。
また来年も宜しくお願
うございます。8階シャワー室での注意をあり 田所さん今年もお世話になりました。
い致します。
良いお年を。
がとうございます。以後充分気を付けます。
11月16日日報ほうき届けて頂きありがとうご ●八尾より：いつもありがとうございます。今年は飛躍の年で
したね。来年は堅めて行ける年にされて下さい。
よろしくお願
ざいます。
い致します。
（わんちゃん？元気回復されましたか？）
八尾様、西岡様
！今年は少しバタ
いつもお世話になっております。
まだまだで ●西岡より：いつもありがとうございます！
バタしましたが田所さんのおかげで何とか乗り切れました
！
上手くいってないと思いますがご指導宜しく
ありがとうございます！
！来年も宜しくお願いします。
お願いします。
●金田より：田所さんお便りありがとうございます。道具等で
必要な物やお困り事がありましたら遠慮なくご相談下さい。

ƝॖᙸᲩોծȷ੩క

Ɠ ᡉ ʙ

●社長より：古家さん、当日はびっくりしましたが、何よりでし
◇◇◇古家アツ子さん◇◇◇
た。安心して休養し、早く完治すること願っています。元気な
いつもお世話になります。
。
この度は私の不注意で交通事故を起こしてし 姿で、1日も早く復帰できるように。
まい、皆様にご心配とご迷惑をおかけするこ ●山崎マネージャー：古家さんいつもありがとうございます。
本当にびっくりしましたし、思ったより怪我が悪そうだったの
ととなり誠に申し訳ございません。
もう少しかかりそうですが、一番大変なの
事故直後事務所の山崎さんが病院に駆けつ で心配してました。
は、
古家さんですので、
気にせずちゃんと治して、元気に帰っ
けて下さって自宅に送り届けて頂きました。
色々ご無理を言って助けて頂いて感謝の気持 て来てくれる事をお待ちしています。今年も一年お世話にな
りました。来年お待ちしています。
ちでいっぱいです。
1日も早く復帰できるよう頑張りますのでもう ●加藤リーダーより：今回はビックリしましたが、命に別状が
しばらくの間ご迷惑をお掛けしますがすみま なくてよかったです。早く良くなることを祈ってます。
●八尾より：早く回復されますこと、心より祈っております。
ど
せん。
又会社、社長、
スタッフの現場にはいてくださ うかご自愛下さい。
っているキーパーさんに改めてお礼申し上げ ●西岡より：古家さん、お身体の方はいかがでしょうか？古家
さんの元気なお姿が1日でも早く見れますように！
！
（＞人＜）
ます。
●金田より：古家さん、お便りありがとうございます。一日でも
早くお仕事に復帰して頂けるように、安静にしてください。
完治する事をお祈り致します。
◇◇◇金好節子さん◇◇◇
●社長より：金好さん、素晴らしい行動です。
しかし、
それはそ
いつもお世話になります。
れはビックリしたでしょう。
どんまいです。
先日、Y社さまに、朝少し早く着き正面がまだ ●山崎マネージャー：金好さんいつもありがとうございます。
開いてなかったので裏口から入り正面の溝に セキュリティの件は今回は仕方のないことで、お客様もご理
落ち葉がいっぱい落ちていたのでほうきで掃 解頂けましたので良かったです。寒くなりますので体に気を
いていたらセキュリティーを鳴らしてしまい、 つけて頑張って下さい。
また来年も宜しくお願い致します。
大変ご迷惑をかけてしまいました。
良いお年を。
自分の無知で会社にもご迷惑を掛け反省して ●八尾より：いつもより早く！が少し裏目になってしまいまし
います。
たね！お客様も伝えていなかったと問題視されてませんので、
早いもので今年もあと少しですね。
ひとつ知識がついたと思って頂ければ何よりです。いつもあ
風邪など引かないように皆様気を付けてくだ りがとうございます。
これからもよろしくお願い致します。
さい。
●西岡より：いつも朝早くから対応ありがとうございます！お
私も気を付けます。
客様も気になさってないとおっしゃって頂けたので大丈夫
です！失敗は成功の基です！これからも宜しくお願いします。
●金田より：金好さん、お便りありがとうございます。早朝か
らご対応して頂きありがとうございます。
いよいよ、冬将軍が到来し寒さが厳しくなりますので、お身体
にお気を付け下さい。

◇◇◇武田佳子さん◇◇◇
１１月１５日エントランスで清掃していまし
たら、後ろから
「おはようございます」
とあいさ
つを社長様が言ってくださいました。
嬉しかったです。

●社長より：武田さん、社長から挨拶をいただけましたか、
嬉しかったでしょうね。感謝です。
●山崎マネージャー：武田さんいつもありがとうございます。
これから寒さが厳しくなりますので体に気をつけて頑張って
下さい。今年も1年ありがとうございました。
また来年も宜し
くお願い致します。良いお年を。
●八尾より：いつも元気にお声掛けされ、取り組む姿をご存
じだからこそでしょうね。直接お声掛かると嬉しい物です。良
かったです〜ね♪
●西岡より：挨拶されるととても嬉しいですよね！
！武田さんも
社長さんに負けないような相手に伝わる挨拶をこれからも
宜しくお願いします。
●金田より：武田さん、お便りありがとうございます。直接、社
長様からご挨拶をいただけるのは嬉しい限りですね。
これか
らも、
よろしくお願い致します。
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◇◇◇村川満子さん◇◇◇
社長様、
スタッフの皆様方、大変長い間お世
話になりました。
寄せ書きとカーネーション等ありがとうござ
いました。
今後の会社の発展と皆様のご健康をお祈り
致します。

◇◇◇岩永チヅ子さん◇◇◇
今年も早いものであと１か月になりました。
だんだん寒くなってきているので皆様も風邪
など引かないように気を付けてください。
西岡さん、作業ズボンありがとうございまし
た。久しぶりの他社の仕事に行って自分の仕
事場の良い所がたくさんあるなと思ってあり
がたくなりました。
他社での仕事もたまに行くと自分の違う場所
の汚れなどが目に付くようになりました。
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●社長より：村川さん、ありがとうございました。感謝です。
●山崎マネージャー：村川さんこちらこそ長い間お世話に
なりました。残念ですが、
しっかり療養して少しでもよくなっ
て下さいね。いつまでもお元気で。
●加藤リーダーより：ありがとうございます！これからもお体
に気をつけていつまでも元気でいて下さい。
●八尾より：本当に長い間お世話になりました。最後にお逢
いできて嬉しかったです。最後の最後まで無理をお願いしま
したのに、快く対応して頂きました事、心よりお礼申し上げま
す。
これからはご主人と共に少しはのんびりした日々をお過
ごしください。
●西岡より：長い間お勤め頂きありがとうございます。お体を
大切にお過ごしください。
●金田より：村川さん、長い間お勤め頂いた事に感謝申し上
げます。
また、お力添えを頂きありがとうございました。
●社長より：岩永さん、
さすがです。引き続き、
よろしくお願い
します。感謝です。
●山崎マネージャー：岩永さんいつもありがとうございます。
本当に1年早いですね。
また一つ大人になってしまいますね
(笑)いろいろな気づきをありがとうございます。来年も宜しく
お願いします。良いお年を。
●加藤リーダーより：先日はヘルプ頂きありがとうございま
した。お陰様で助かりました！今年も残り僅かですが、来年も
よろしくお願いします！
●八尾より：いろいろな現場を知って頂くと、
ご自分の現場も
違う物が見えたりしますよね。
ますますの活躍！感謝しており
ます。
●西岡より：岩永さん、お便りありがとうございます！
！新年会
でお会いできるのをとても楽しみにしています！
！(≧◇≦)♡
●金田より：岩永さん、お便りありがとうございます。新しい
発見は素晴らしいですね。今後のさらなる飛躍とご活躍を楽
しみしております。

◇◇◇小泉昭子さん◇◇◇
●社長より：小泉さん了解です。いつもありがとう、感謝です。
11月日報
●山崎マネージャー：小泉さんいつもありがとうございます。
八尾さん
新年会残念です。
また4月お会いするのを楽しみにしていま
定期清掃に入る為鍵を借りに来た帰り、一緒 す。小泉さん今年もお世話になりました。来年も宜しくお願い
に少しおしゃべりができまして嬉しかったで します。良いお年を。
す。
●加藤リーダーより：いつもご丁寧にありがとうございます。
会社の正月休み確認しました。
全社員大会では、元気なお顔を見れるのを楽しみにしており
新年会は不参加です。参加の皆さんで楽しん
ます！
でくださいね。
インフルエンザの予防接種受けに行きました ●八尾より：私もお逢いできて嬉しかったです。いつもお気
これからもどうぞ宜しくお願い致します。
ところ、3月に受けた健康診断結果報告書を 遣い頂き感謝です。
●西岡より：いつもありがとうございます！インフルエンザの
渡してくれました。
健康診断報告書のコピーとインフルエンザ 予防接種受けたのですね。受けていてもかかるときはある
ので気を付けてくださいね。今年も1年ありがとうございまし
予防接種済証を送ります。
た！来年も宜しくお願いします。
●金田より：小泉さん、お便りありがとうございます。会社の
お正月休みのご確認ありがとうございました。今年も一年間
ありがとございました。
また来年もよろしくお願い致します。
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●社長より：和田さん、ありがとうございます。感謝です。
◇◇◇和田千鶴子さん◇◇◇
社長様、ベルの皆様、いつもありがとうござい ●山崎マネージャー：和田さんいつもありがとうございます。
床は定期に入りますのでもう少しお待ちください。今年も1年
ます。
八尾様、先日の大型ごみの件お世話を掛けま お世話になりました。来年も宜しくお願いします。良いお年を
した。
どちらで処分されるんだろうと思ってい ●加藤リーダーより：ご報告ありがとうございます！床の件は
1月に定期清掃に入りますので、作業の者に申し伝えており
ました。
管理人様が対応なさることがわかりました。 ます。
●八尾より：いつもありがとうございます。なかなか不法投棄
ありがとうございました。
の処分については、各オーナー様も大変なようです。ただ、誰
ちなみにまだそのままです。
が片づけて頂けるのか？明確になったのは何よりでしたね
---現場での変化や気付いた事--NCマンションの通路がだいぶ汚れています。 (*^^*)
●西岡より：いつもありがとうございます！気になる点を教え
特に5階、4階の通路が目立ちます。
てくださりありがとうございます！
●金田より：和田さん、お便りありがとうございます。現場の
変化の情報ありがとうございます。些細な事でも構いません
ので、今後も現場の変化や気付きがあればお知らせ下さい。
◇◇◇小倉貴子さん◇◇◇
毎年誕生日に素敵なメッセージカードとプレ
ゼントに心から感謝しています。
ありがとうございました。

●社長より：小倉さん、いつもありがとう。小倉さんのおかげ
で、お客様との関係が深まりありがたい限りです。当社の社
会に役立つことが少しづつ広がり、喜びを感じています。
●山崎マネージャー：小倉さんいつもありがとうございます。
改めおめでとうございます。喜んで頂け、
こちらこそ感謝です
。寒くなってきましたので、体に気をつけて頑張って下さい。
2015年もお世話になりました。来年もまた宜しくお願いしま
す。良いお年を。
●加藤リーダーより：いつもありがとうございます！小倉さん
の影の努力のお陰で、助かっております。
これからもお身体
に気を付けて、
よろしくお願いします！
●八尾より：改めて！おめでとうございます。
これからもどうぞ
お相手の程、
よろしくお願い致します。いろいろお気遣い！感
謝しております。
●西岡より：改めてお誕生日おめでとうございます！
！思い出
に残る1年にして下さい！
●金田より：小倉さん、お便りありがとうございます。改めて、
お誕生日おめでとうございます。今後も宜しくお願い致しま
す。
●社長より：橋本さんいつもありがとうございます。感謝です
◇◇◇橋本妙子さん◇◇◇
社長様初めベルの皆様、お世話になっており ●山崎マネージャー：橋本さんいつもお世話になります。感
激してもらうと、
こちらも感激です！
！
ます。
素敵な1年にして下さいね。
寒くなりましたので体に気をつ
わたくしの誕生日28日の朝にプレゼントが届
けて下さい。今年も1年ありがとうございました。来年も宜し
きました。
（感激です）
くお願いします。
良いお年を。
ありがとうございました。
●加藤リーダーより：改めてお誕生日おめでとうございます、
いつまでも元気で笑顔の素敵な橋本さんでいて下さい。
●八尾より：おめでとうございます(^^)/こうして橋本さんの
お誕生日を！これからもず〜とお祝いしたい私です(*^^)vど
うかお身体ご自愛の上、今後もよろしくお願い致します。
●西岡より：感激していただけてとても嬉しいです！
！
♡（＾＾*）改めておめでとうございます！
！
●金田より：橋本さん、お便りありがとうございます。改めて、
お誕生日おめでとうございます。いよいよ、本格的に冬が訪
れますので、お身体にお気を付け下さい。
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◇◇◇吉良一男さん◇◇◇
お疲れ様です。
いつもお世話になりありがとうございます。
11月30日付けで退職させて頂くことになりま
した。
本当に皆様にはお世話になり感謝致しており
ます。
ありがとうございました。
尚、お借り致しました制服（ズボン1本・長袖ポ
ロシャツ1枚・半袖ポロシャツ1枚）はクリーニ
ングしてから返却送付致しますのでよろしく
お願いします。
ありがとうございました。
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●社長より：吉良さん、
ありがとうございました。感謝です。
●山崎マネージャー：吉良さん短い間でしたがありがとうご
ざいました。残念ですが、
これからも体に気をつけて頑張っ
て下さい。
●加藤リーダーより：短い間でしたが本当にお世話になりま
した。いつも真面目にきっちりされている姿が印象的でした。
今回は残念でしたがまたご縁があれば宜しくお願いします。
●八尾より：いろいろお世話になりました。今後も元気にパ
ワフルにお過ごし下さい！ありがとうございました。
●西岡より：こちらこそお世話になりました。お元気にお過ご
しください。
●金田より：吉良さん、お便りありがとうございます。今まで
お勤め頂きありがとうございました。

◇◇◇中田豊さん◇◇◇
●社長より：中田さん、いつも細やかな連絡をありがとうござ
社長様、
スタッフの皆様、お世話になっておりま います。感謝です。
す。
●山崎マネージャー：中田さんいつもありがとうございます。
お仕事お疲れ様です。
寒くなりましたので体に気をつけて頑張って下さい。今年も1
本社
年ありがとうございました。来年も宜しくお願いします。良い
西岡様、資材発注№14 ハイター〔漂白剤〕をN お年を。
沢住宅の現場へ届けて頂きありがとうござい ●加藤リーダーより：いつもきめ細やかなご報告ありがとうご
ました。
ざいます。
これからますます寒くなりますがお体にお気をつけ
金田さま、11月26日研修及びサポートして頂き ください。
ありがとうございました。
●八尾より：いつもありがとうございます。秋の落ち葉が過ぎ
加藤リーダー、光沢出し様のスプレーを金田さ れば、あっという間に寒さとの戦いです。
どうか風邪など召さ
んから受け取りました。
れませんように！ご自愛下さい。
●西岡より：いつもありがとうございます！メールもありがとう
ありがとうございます。
ございます！中田さんからメールが来ると嬉しいです(^▽^)/
---現場での変化や気付いた事--11月29日
（日曜日）
●金田より：中田さん、お便りいつもありがとうございます。
先日は、研修で作業等教えて頂きありがとうございました。今
・N沢住宅5棟大清掃を実施されました。
・3棟、５棟樹木の枝切りと剪定を実施されま 後、寒さが厳しくなりますので体調を崩されませんように、暖
かくしてください。
した。
◇◇◇柴尾久夫さん◇◇◇
---現場であった嬉しい事--財布はやはりH・Rマンションの方でした。
警察に行き手元に届いたそうです。
落とされた方はいつも出勤されるときに挨拶
をしている若い会社員の方でした。
丁寧にお礼を言われておりました。

●社長より：柴尾さん、良いことをされましたね。いいことをし
たり、
されたり、良き人間関係に、感謝ですね。全て、
自分が源
泉です。
●山崎マネージャー：柴尾さんいつもありがとうございます。
財布は本当に落とした時落ち込みます。中身も悲しいですが、
免許証や銀行のカードを手続きしないといけないことを考え
ると、お願い誰か届けて！
！と思ったものです。なのでその方の
感謝の気持ちがよくわかります。柴尾さん今年もありがとうご
ざいました。来年も宜しくお願いします。良いお年を。
●加藤リーダーより：本当に良かったですね。私はよく財布や
携帯を無くすのですが、心ある人達のおかげでいつも助けら
れています。私からもありがとうございます！
●八尾より：見つかって何よりでした。良かったですね。ありが
とうございます。
●西岡より：財布の持ち主が見つかり良かったです！ありがと
うございます！
●金田より：柴尾さん、お便りありがとうございます。落とされ
た方の手元にお財布が届いて良かったですね。素敵なお知ら
せをありがとうございます。

※掲載している他にも匿名や掲載不可のお便りも数多く頂いており、
感謝しています。これからも何なりとお便り下さい。社長より
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◇◇◇波田紀子さん◇◇◇
いつもお世話になっております。
Y社様、来年設立５０周年を迎えられます。
（３月だそうです。
）
今、記念の工事としてトイレを改装しておら
れます。
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●社長より：波田さん、情報ありがとうございます。お客様担
当と、何かお祝いできること考えます。感謝です。
●山崎マネージャー：波田さん情報ありがとうございます。
今年も1年ありがとうございました。良いお年を。
●加藤リーダーより：ありがとうございます！是非詳しく教え
て下さい。
また、色々とご協力頂きありがとうございます！良
いお年をお迎え下さい。
●八尾より：情報共有ありがとうございます(^^)/トイレ綺麗
になるのは嬉しい限りです。
これからもどうぞよろしくお願い
致します。
●西岡より：情報をありがとうございます！今年も1年お世話
になりました！来年も宜しくお願いします。
●金田より：波田さん、お便りありがとうございます。現場で
の変化の情報ありがとうございます。
また、些細な事でも構
いませんので変化や気付きがあればお知らせください。

●社長より：奥田さん、健康でこれからも長くお勤めしてくだ
◇◇◇奥田美智子さん◇◇◇
社長様、社員の皆様いつもお世話になってお さいね。ほっこりするお便りありがとう。感謝です。
ります。退院してからも検査のためお休み頂き ●山崎マネージャー：奥田さんいつもありがとうございます。
ご迷惑をお掛けしたいます。
その分仕事でお お客様のお心遣い嬉しいですね。今年も1年ありがとうござ
いました。
また来年も宜しくお願いします。良いお年を。
返しし
たいと思っていますこれから寒さ厳しくなって ●加藤リーダーより：お体大丈夫でしょうか？奥田さんの頑
張っている姿を見られているのですね。ただ、頑張りすぎて
きます。皆様お体ご自愛ください。
体を壊さないようによろしくお願いします。
私も体に気を付けたいと思っています。
●八尾より：あの入院騒ぎ？がどこに行ったのやら？本当に
---現場であった嬉しい事--男子トイレの電球が切れていたので迷惑をを 日々の取組み！今迄を優る姿！感謝しております。ただ、元気
掛けているメモを貼ったところお客様よりメ になったと言えども、あまり無理はされないでくださいね。
モの下にいつもありがとうございますとのコ ●西岡より：今回のお便り読ませて頂き私も嬉しくなりまし
メントが書かれていました。男性の方でも優 た。毎日奥田さんがどんなに頑張っているのかがこの男性
これからも宜しくお願いします。
しい方がおられるのだと思いました。そんな のコメントでよくわかります。
人のためにも綺麗にしたいと思いました。 ●金田より：奥田さん、お便りありがとうございます。検査の
日も、テナント様に御迷惑をおかけしないようにと早朝から
対応して頂きありがとうございました。
これから、
さらに寒く
なりますのでお身体にお気を付けください。
◇◇◇鴻池みゆきさん◇◇◇
落葉を集めるほうき・
・
・最初はナヨっとしてて
掃きずらいのではと思っていましたが、使って
みるととても掃きやすく落葉も集め安く気持
ちよく使っています。
とても軽く肩、腕への負担も軽減です。
ありが
とうございます。

●社長より：鴻池さん、それはよかったです。大量の葉っぱ
は、竹箒がいいですが、少々パワーが要ります。何なりと、
相談してください。感謝です。
●山崎マネージャー：鴻池さんいつもありがとうございます。
体が楽なのが一番です。他にも使いにくいものとかあったら
いつでも相談下さい。鴻池さん今年もありがとうございまし
た。
また来年も宜しくお願いします。良いお年を。
●加藤リーダーより：ありがとうございます。敷地が広いだけ
に気にいっていただけてよかったです。
●八尾より：くじらのしっぽですよね？少し大きめに感じるの
で、使いなれない時は使いにくいと思われるかもです。
でも、
使ってみるとかなり効率よく使えるもの！気にいっていただけ
たようで何よりです。ありがとうございます。
●西岡より：落ち葉の季節もあと少しです！
！くじらのしっぽ1
号君で何とか乗り切ってください(/・ω・)/
●金田より：鴻池さん、お便りありがとうございます。道具で
お困りの際は遠慮なく連絡をしてください。便利な道具も色
々ありますのでご相談してください。
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今月もお元気様でした！
今期も皆勤賞目指して頑張りましょう (*^^)v
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子さん

逢坂優

司さん

岡田浩

お客様よりお葉書が届きました。
いつも丁寧にお掃除して頂いてありがとうございます。
会社の備品の在庫が少なくなった時、教えて下さっていつも助かります。
とてもキレイにしてもらっているので、気持ちよく仕事ができます。
逢坂さんにはいつも感謝しております。
これからも担当してもらえると嬉しく思います。
よろしくお願い致します。
逢坂さんよりコメント
自分の仕事を喜んでくださる方がいる事に驚き、逆に感謝いたします。
これかも喜んで頂けるように > がんばります。有り難うございました。
お客様のもとでトラブルがあった際、帰宅していたにも関わらず、迅速
に現場に戻り、本社への報連相及びお客様とのやり取り、仲間への気遣
い等、素晴しい応対でした。本社が遠方出ていたり、すぐに向かえない
中、スタッフが到着するまでの間、全力で対応してくれ、大事に至りま
せんでした。
岡田さんよりコメント・・・
緊急の連絡を頂いた時は、本当に驚き、最悪の事態を想像致しました
が、大事が小事で納まったのは不幸中の幸いで感謝です。
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〜道具の色分けについて〜
赤

黄

青

緑・水

共用部
廊下
事務所床

モップ

トイレ
床

クロス

トイレ
衛生陶器

洗面
台所

スポンジ

トイレ
衛生陶器

洗面
台所

汚れの
激しい所

共用部
ガラス・扉等

道具の色分けは、兼用で使用することによる汚染を防ぐために重要なことです。
病院以外でも、衛生かつ安全面を考え決められた色分けを必ず行って下さい。
※特に赤色はレッドゾーン（１番危険‼）トイレ内は赤色と黄色のものを使用
すること。便器 (※便座は黄色 )＝赤色
洗面台や人の手が触れる場所＝黄色

〜ナノソイが変更になります〜
ナノソイ・コロイド の特徴…大豆から抽出した不飽和脂肪酸をナノテクノロジーによって
ナノサイズ（約８nm）まで分解し水中で活性化し、バイオテクノロジーで調整した植物
脂肪酸と水から出来たシンプルな成分で、優れた洗浄力や抗菌力と同時に高い安全性を併
せ持つ次世代洗浄原料です。
「ナノソイ」
を
スプレーボトルにスポイトで
1滴~2滴入れて下さい。

※2016年1月配布分より現在の商品が
生産終了の為変わります。希釈倍率が
変わっただけで成分は同じです。
配布の際にもう一度お知らせします。
洗剤の作り置きには注意！
！

ナノ
ソ
イ

ナノソイは希釈すると2週間で、
洗剤の効果が無くなります。

※希釈倍率は必ず守って下さい。

また、
日光の当たりやすい高温の

場所に置くと水が腐り、異臭の原因

満タンまで水を
入れましょう！

にもなります。洗剤は必要な分だけ
※約500倍希釈

作るようにしましょう！

ιΟͻͺતٚ
各メディアで当社をご紹介して頂きました。
HPのメディア紹介から詳細をご覧いただけます。
キーパーさんへはコピーを同封していますので
一読下さい。

「人本経営」 目先の売り上げより社員を守る

「表彰制度」 従業員同士が認め合う
企業文化を創造する表彰
「大阪ミライ企業図鑑」 家族であり、社会の財産である社員と作る感動のサービス

ȡȳǿȫȘȫǹǱǢƷƝకϋ
ǻȸȕȆǣȍȃȈƸŴǫǦȳǻȩȸŴࡰᜱٟŴᆋྸٟƳƲƷܼᧉݦᨼׇưƢŵ
ǫǦȳǻȪȳǰǍǢȉȐǤǹǛƠŴपǈʙǍǓƝƱƷᚐൿǛૅੲƢǔǷǹȆȠưƢŵ
ƲƷǑƏƳϋܾưǋƔǇƍǇƤǜŵƜƜɟሖƴႻᛩƢǕƹƍƍǑƏƴƳƬƯƍǇƢŵ
៲ᡈƳႻᛩႻƱƠƯŴǇƨŴɧǍǤȩǤȩƷƸƚӝƱƠƯƝМဇɦƞƍŵपǈʙ
ǍǹȈȬǹƸžƏƭ၏ſƷΨưƢŵ
Əƭ၏Ʒʖ᧸ƷƨǊƴǋपǈǍǤȩǤȩǛӻƖЈƠŴǹȈȬǹႆƠǇƠǐƏŵ

ȻǨȕǢȳȉǨȠ
Ǎ ƞ Ơ Ƙ ႆ 
ଐᲫᲪ᳸ᲬᲫųઃ࠘ᩓᛅŴ
会員専用のため、電話番号等の詳細をＨＰに掲載できませんので
ႻᛩᩓᛅဪӭᲴųų0120-8349-83 ୴םᲫᲪ᳸ᲫᲲų᳂Ɣǒǋ᳅Მ
こちらのスペースを見えなくしています。ご了承下さい。

ႻᛩဇȡȸȫǢȉȬǹᲴsoudan@safetynet.co.jp
ႻᛩƸ૰Ŵᩓᛅ૰ǋ૰ưƢŵǫǦȳǻȩȸƱƷ᩿ᛩǋưƖǇƢŵᲢ૰Უ
ƬƨǒŴपǜƩǒŴᐃƕᇌƬƨǒŴࢊ᪦ƕӻƖƨƘƳƬƨǒŴᩓᛅƠǇƠǐƏŵ
˟ՃᚰଢƷໝŴᩓᛅȷȡȸȫƷᨥžఇࡸ˟ᅈșȫſƱᚕƬƯᲢƍƯᲣ᪬Ɩ
ǇƢƕŴ˟ᅈǁƷᡲዂƸƋǓǇƤǜŵ
ܣᅼ፯ѦǛӈܣƠǇƢƷưŴѮѦέƴǕǔƜƱƸዌݣƴƋǓǇƤǜƷưŴƝ࣎ܤ
ƘƩƞƍŵ

メリークリスマス！！
 ࠰ǋእૣƳᇰ᫊ǛᙸƴǵȳǿƞǜƱȈȊǫǤƞǜƕ
ǈǜƳƷƓܼƴᘍƬƯƖǇƠƨᲛ
࠰ǈǜƳƕᧈƠƯƍǔۋǛᙸǔƜƱƕЈஹŴ
ஜ࢘ƴ۹ƠƍưƢŵ
ഏƸǋƬƱƨƘƞǜƷƓܼƴᘍƖƨƍƱ࣬ƍǇƢ
ƷưŴƥƻƥƻŴᢒॾƤƣƴƓ٣ੑƚɦƞƍŵ
໌ؖζΥȜΐλȜ͈̤ঊ̯ͭʴ
̩̩ͤ͂ͭʴ

ཤ̯͈̤ͭః̯ͭʴ
̠̩ͤͭ͡Ȃ ̥̞̩ͭȂ ̯̩̻ͭ͝ʴ

̯͈̤ͭঊ̯ͭʴ
̫̞̞̻̠̩ͧͭȂ
ȁȁȁȁȁȁȁȁ̱̹̠̩ͭͧͭʴ

ന̯͈̤ͭః̯ͭʴ
̦̩̩ͭȂ ̜͚̻ͭ͝ȷʴ

ؖന̯͈ͭՔྲʴ
̧͙̻ͭ͝ʴ

ಎྶુྩ͈Քྲʴ
̥̻ͤͭ͠͝Ȃ ̥̻ͭ͜͜͝ʴ
̤ঈ̻̹ͭ̈́̽͝ͅඵ૽͉Ȃ
ࣽා́डࢃ̱̹̈́ͤ͘ͅȃ
ಿ̞̹̱̞̰̮̠̦̜͂ͤ͘ۼȃ

५ಎςȜΘȜ͈ز२ঈཽʴ
̻ͥ̈́ͭ͝Ȃ ̜̞̻̈́ͭ͝
̻̈́̈́ͭ͝ʴ

ᚰॄ̯͈̤ͭః̯ͭʴ
̱̠̩ͭ͟͞Ȃ ̠̻ͤͭ͠͝ʴ

५ॄζΥȜΐλȜ͈ྻ̽ঊʴ
̯̻ͭ͞͝Ȃ ̻͌ͭ͠͝ʴ

࠰உଐǇư



お手紙・電話・メー
ル・伝言、どんな手段
でも結構です。ご遠慮
なくご相談下さい。
宜しくお願いします。

大阪府東大阪市吉田下島

代表取締役

奥
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奥 斗志雄

株式会社 ベル

行

TEL：072-961-7171 FAX：072-961-7373

TEL.080-5631-5631
oku@ai-kando.com

代表取締役

いつも大変お世話になっております。
毎日、皆様にご満足いただける様、頑張って
おりますが、まだまだ至らない事が多々ある
と思います。
より皆様のお役に立てる会社になる為に
数々のご指摘やご提案を頂けたらと思います。
お悩み事でも結構です。
お手数ですが、切り取って封書にしてお送
り下さい。お待ちしております。

社長や会社に対する
ご意見、ご要望は
ありませんか？

ඕϋޅ১ᛐ

私は、皆様が少しで
も働きやすい職場環境
を作りたいと日々考え
ています。そして、関
わる人が幸せになれる
様お役に立ちたいと考
えています。２４時間
３６５日いつでも、ご
意見やご相談をお伺い
します。

き り と り 線

ĄĄ˟ᅈǁŴᅈᧈǁƷƝॖᙸƝᙲஓƸƜƪǒƔǒĄĄ
ȀǤȬǯȈȡȸȫ
ǛᡛǖƏᲛᲛᲛ

᳁ᳩ᳦᳞ųᳮ᳨᳞᳛᳛ᳬ᳞
6. ܤμ

We are Basic

ver.1.2006ࠉșȸǷȃǯ

ᅶƨƪƸܤμǛᇹɟƴᘍѣƠǇƢŵ
μƯƷƓܲಮƱƦƷငŴ
ӏƼࢼಅՃƴݣƠŴ
ܤμƔƭ
ʙƷƳƍᎰئǍؾǛ˺ǓŴ˺ಅǛᘍƢǔࢫႸƕƋǓǇƢŵ᩼ࠝƴǋܤμᄩ̬Ǜ
ᇹɟƴᘍѣƠǇƢŵμƯƷࢼಅՃƸඥˋǛᢝܣƠǇƢŵǇƨŴऴإ᩿ƷǻǭȥȪȆǣǍ
ͤࡍ᩿Ʒᐯࠁሥྸǋ࠼፯ƷܤμƱƱǒƑǇƢŵ
μᅈՃƕ̬ਤƠƯƍǔǴȸȫȉǹǿȳȀȸȉƸŴșȫƷྸࣞǍǵȸȓǹƷؕஜችᅕƕଢᅆƞǕŴ
இǋٻЏƳ̖͌ؕแƱƳƬƯƍǇƢŵ

お手数ですが︑半分に折りのりでお貼り下さい︒
のりしろ

のりしろ

奥社長への一言

御名前

ＴＥＬ

このメッセージは社長へのダイレクトメッセージとなっております。
「ありがとう」へ掲載したり、社外へ漏れる事はありません。
お構いなければ、ご連絡先をご記入下さい。無記名でのご記入も歓迎です！

御社名 ( 現場名 )

ご指摘やご提案、
お気づきの点等、
どんな事でも
構いません。
皆様のお声を
お聞かせ下さい。
必ずお返事します！

代表取締役

奥 斗志雄
TEL.080-5631-5631
oku@ai-kando.com

TEL:072-961-7171
FAX:072-961-7373

年
月
日
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ƜƏƍƬƨǋƷǛѪᨼƠƯƍǇƢŬ
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ơȏǬǭᲷ āႸ  ᲢႸਦƤ  ࠰ЎᲣ


ʻஉƷӓᨼ
̅ဇฎǈЏžଐஜЏſᲷ
̅ဇฎǈЏžٳЏſᲷ
ųųơųȏųǬųǭᲷ

˅˙ʰʭ
ɰˊ˓ʌź

Ŧ̅ဇฎǈЏ
ųෞҮǛƞǕƨ̅ဇฎǈƷЏǛᲫǭȭᨼǊǔƱኖ  όᲛ
ųèٳЏƸଐஜЏƷᲬ̿Ʒ̖͌ƕƋǔƦƏưƢŵ
Ŧơȷச̅ဇƷȏǬǭ
ųȏǬǭ  Ტኖ  όᲣưஇᝢޖǁƷૅੲᲫȵஉЎ

ЏȷȏǬǭ੩̓ƴƝңщ᪬ƍƨႏƞǇ

ჽʟ˰ܡȻƞǇ
ᲢҔᲣ߷᱾˟൦᧓၏ᨈƞǇ
Ȼșȫțȸȫฌ൦ƞǇ
ஜ܇ڭƞǜųųȷų҅औ܇ƞǜ
ښဋ፦܇ƞǜųȷųޢဋීӮƞǜ
ɶဋ܇ƞǜ

᳡
Ც᳡


Ɲңщ᪬ƖŴƋǓƕƱƏƝƟƍǇƠƨŵ
èƓᫍƍèų̅ဇฎǈЏǛݥለƔǒЏǓᩉƢᨥŴЏƷԗǓƷǮǶǮǶᢿЎǛЏǓᓳƱƞƣŴԗǓȟȪᆉࡇസƠƯɦƞƍŵ
ᲯȟȪƕᩊƠƍئӳƸŴԗǓǛٻƖƘസƠƯǋǒƬƯኽನưƢŵЈஹǔᨂǓƞƤƯ᪬ƖƨƍƱ
࣬ƍǇƢƷưŴƓ᧓ǛƓੑƚƠǇƢƕƝңщǛƓᫍƍᐲƠǇƢŵ

ؾǛᎋƑᘍѣƠƯƍǇƢᲛžǨǳǢǯǷȧȳſ

ƂǨǳȩǤȕƷȒȳȈƃ
Ჶༀଢ֥φǛƖǕƍƴᲸ
ༀଢ֥φƴǄƜǓǍ൲ǕƕƭƘƱŴଢǔƞƕ˯ɦƠǇƢŵƜǇǊƴੈᨊǛƠǇƠǐƏŵ
ƳƓŴᖩή໊ƸݤרԡƷ  ᳸ ᲟǛኺᢅƠƨໜưʩ੭ƢǔƷƕஇǋኺฎႎưƢŵ
ᲶᘘȪǹȈǛ˺ǖƏᲸ
ųਤƬƯƍǔᘘƷȪǹȈᘙǛ˺ǓǿȳǹƴᝳƬƯƓƘƱ  ɧᙲƳᘘǛᝰǘƣƴฎǈ
ǇƢŵЈᝲǋǴȟǋถǓǇƢŵ

3UD\)RU-DSDQ
ᅶᢋƸɭမǛǋଢǔƘΨൢƴƢǔໝƷ
ૅੲѣǛᘍƬƯƍǇƢŵ
ႏಮŴƍƭǋƝૅੲƋǓƕƱƏƝƟƍǇƢᲛ

ેੴѥ

Ტ

ૅੲέ

ǸȣȑȳȏȸȈᲢJVVRYYYLCRCPJGCTVQTIᲣ
ȆȩȷȫȍȃǵȳǹᲢJVVRYYYVGTTCTLRᲣ
ଐஜហҗ܌ᅈᲢJVVRYYYLTEQTLRᲣ
ଐஜႹݰཚң˟ᲢJVVRYYYOQWFQWMGPPGVᲣ
ƳƝǈƷᲢJVVRPCIQOKPQUCVQQTIᲣ
˟ՃႇƴǑǔૅੲᲢ࠰˟ᝲСᲣ

ٯအ͂̽̀ͅၻ̧ম̦ୱ༲̧͈̮̩̤̳̠͂͘͢ͅʴ

உ

ޛӝųǈƭˊųᤠஙų፦ˊųؗϋų๔ų҅ųƠƷƿųᅑʟųȎȪ܇
ųɶҾų፦˱܇ųʟųᑷɟų҅ųऔ܇ųɶشųь܇ųɶų፯̮
ųɶ
ų ųଔ፦܇ųޥஜųᅵ܇ųޥஜųᅵ܇ųᕲų፦ˊ܇ų҅߷ųႊӳ܇
ޢဋųීӮųЭဋųƢǈųဋᇢų፦ᤠųႉඕųԧ܇ų

ųኰʼСࡇƷƓᅇƱƓᫍƍ
本年度、たくさんの紹介を頂きありがとうございました。
新しい仲間がたくさん増えました。
素敵な仲間をご紹介頂くと、紹介制度が適用されます。
紹介した側も紹介された側も、幸せになれる制度です。
２０１６年も引き続き、一緒に働く仲間を是非是非
ご紹介下さい。お待ちしております！
不明な点や、ご紹介の連絡は本社もしくは担当者まで
お願いします。
（℡．072-961-7171） 担当 山崎

У˼ᎏࢺᚣ
ų
ųƋƬƱᚕƏ᧓ƴ࠰ǋƋƱૠଐƱƳǓǇƠƨŵʻ࠰ǋƍǖǜƳƜƱƕƋǓŴƍ
ǖǜƳʴƴЈ˟ƍŴƍǖǜƳܖƼǛƞƤƯ᪬ƍƨ࠰ưƠƨŵ࠰ǛਰǓᡉƬƯ࣬ƍЈ
ƞǕǔƷêƸǍƸǓ࠰᧓ǛᡫơƯᘍǘǕǔƍǖǜƳǤșȳȈưƢŵ୍െƷˁʙưƸŴ
ɟደƴಅѦǛƠƳƍʴᢋưǋŴǤșȳȈǛᡫơƯᅈϋμ˳ƕƭƴƳǓǇƢŵ࠰᧓ƍ
ǖǜƳᘍʙƕƋǓŴƦƷᣃࡇŴǈǜƳưщǛӳǘƤƯჷऔǛǓʈǓឭƑƯƖǇƠƨŵ
ʴưƸൿƠƯƠƛǕƳƍʙǋŴ᫂ǓƴЈஹǔː᧓ƕƍƯƘǕƨƓᨏưƜǜƴƪǛ
ᡇƑǒǕǇƠƨŵ࣎Ɣǒज़ᜓưƢŵᐯЎƴЈஹǔƜƱŴƦǕƸ᧙ǘǔʴƕƖǍƢƍ
ؾǛƭƘƬƯƍƘƜƱƩƱ࣬ƍǇƢƷưŴᑣƍؾ
ႆᘍᎍ
С˺ᎍ
ƮƘǓǛႸਦƠŴஹ࠰ǋ᪴ࢌǓƨƍƱ࣬ƍǇƢŵ
ǈƳƞǇʻ࠰ǋ࠰ƓɭᛅƴƳǓǇƠƨŵǇƨஹ࠰ǋ
ܯƠƘƓᫍƍᐲƠǇƢŵᑣƍƓ࠰Ǜŵųų߃ޛųჷ܇
‒ښ૯࣓ᨺ
‒߃ޛჷ܇

