自体に隙間ができてしまうことがあります。

お取引様 各位
お客様アンケートご報告

その隙間からゴキブリが侵入してきている可能性
があり、
目にするようになっていると考えられます。
弊社ではゴキブリ駆除の際にこのような隙間
を埋めることも可能です。

拝啓
毎々格別のお引き立てを賜り、 ありがたく
厚 く お礼申し上げます。
さて、 この度はご多忙の中、 弊社業務に関する
アンケート調査にお応えいた

駆除と同時に侵入経路を断つことでゴキブリ
はゼロになります。
ご相談があれば、何なりと
弊社までお問合せください！

No.


July 2021

Q3:トコジラミに悩まされています…

だき、 ありがとうございます。
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A トコジラミの被害にあい、
連日かゆみに悩まさ

結果について集計致しました

れているお客様から問い合わせをいただいて

ので意見の一部をご紹介致し

おります。
トコジラミの発生原因は、
人や物の移

ます。

動となります。
海外に旅行に行ってトコジラミを

Q1:コバエを見かけるようになって
困っています…

A コバエは、暖かくなり始めるころ、梅雨時期
に発生が多くなります。すぐにできる対策
としては、漂白剤を使うことです。
普段の清掃で水を流すタイミングで、薄め
た漂白剤を使うとコバエの発生は抑えられ
ます。
コバエの侵入を防ぐために戸締りも
効果的なのですが 、コロナ 禍の中難しい
かもしれません。
定期的な清掃を心掛ける事で、
コバエの
発生を緩和できますので、是非定期的な
清掃を実施頂ければと思います。

Q2:今までなかったのですが、
ゴキブリ
が出てくるようになりました…
A 今まで見ていなかったゴキブリを見るように
なったという声を多くいただいております。
建物の状態にもよりますが、
やはり年々建物

Index

持ち帰ってしまったことが多くの原因になるの

社長コラム

ですが、
現在のコロナ禍だと可能性は低いと考

Ruree &るる野菜
社員ブログ

えられます。

施工員ブログ

現在のトコジラミ発生原因は、
海外製品を通販

生活の豆知識

で買い、
段ボールにトコジラミがくっついていた

展示会出展のお知らせ

というものがほとんどです。

お客様の声

家にトコジラミが入ってしまうと、
トコジラミは隙

お客様アンケートご報告

間に入り潜んでしまいます。
駆除を行えばいなくなりますのでお困りの場合
はご検討ください。
一部でございますが以上の様なご意見をいただ
きました。
全て真摯に受け止め対応してまいります。

株式会社FCC

どうぞこれからも、 忌憚のないご指導 ・ ご鞭撻を

251-0043 神奈川県藤沢市辻堂元町4-3-32
TEL︓ 0466-31-3164 FAX︓ 0466-31-3174
e-mail︓ info@fccsystem.co.jp
URL︓ https://fccsystem.co.jp /

賜ります様よろしくお願い申し上げます。
敬具

R u r e e &る る 野 菜

社長コラム
[ 湘南で働く小さな会社の社長の blog] より。
FCC の社長である深澤正司のブログです。

社員ブログ

るるカンパニーで運営している無添加ドックフード
専門店 「Ruree」 について紹介します。

FCC 社員のメッセージをお伝えします。

コロナ禍だからこそ大切にしたいこと
こんにちは♡Ruree です♡

愛の反対語

今回の Ruree は…

ご存知ですよね？朝礼ではいつ
も話しをします。
昔マザーテレサが解答してくれ
ました。それは “無関心” です。
イジメでも一番陰湿で相手にキ
ツいのが無視です。
人に関心を持つ。だから挨拶が大切なんだよ、と話
します。
ファーストコンタクトは相手の目を見て「今日も１
日仲良くやろうよ？」って思いで “おはようござい
ます”
するとみんな気持ちいいし♪ プライスレスです。
FCC さんって挨拶すごいですね、とか言われます。
来客があるとみんな立って挨拶するし、形から入っ
てもらいます。
別に体育会系にしたい訳でも右向け右にしたい訳で
も何でもありません。
相手に関心を持ってあげれるかどうかだけです。
誰かと誰かが打ち合わせをしています。別の誰かが
出社して来ます。打ち合わせをしている人間がそこ
を無視すると「挨拶しましたか？」と言います。
だってその人と１日どうやって関係性を築くの？
って。
ウェットな関係があるのが元々弊社の良いところ
です。
※2021 年 6 月 1 日 のブログより

人間にとってもワンコ・ニャンコにとって
も歯はとっても大切♡
歯周病・口臭・歯石予防のために、100％
天然由来原料で、化学合成成分完全フリー
の歯磨き粉「ORAL PEACE forPET」の
紹介です♡
こちらはジェルタイプ
で、ワンちゃん用の
歯ブラシや、指サック、
ガーゼで口腔内に
塗布 し て あ げ る だ け
で、すすぐ必要はあり
ません。
飲 み 込 ん で し ま っ て も、体内でアミノ酸
に分解・吸収されるので OK♡
ワ ン コ の 歯 磨 き っ て 嫌がる子も多く、大変
なんですよね…。
でも、将来を考えると、全身麻酔での抜歯や、
骨が溶けて…
なんてことから守ってあげられるのだと思
います！
安心してずっと使える ORAL PEACE♡
是非お試し下さい♡

生活の豆知識

施工員ブログ
施工員の体験ブログです。
FCC での駆除をご検討されている方に、
是非とも見て頂きたい内容になっております。

扉腐食部

未だ終息の目処が立たないでいるコロナウィル
スですが、我々の藤沢市もまん延防止等重点措
置の対象地域となり、飲食店を含む、各事業の
皆さまは、より厳しい状況下に置かれています。
ワクチンの十分な供給量の確保や接種体制の整
備が肝となってきます。一刻も早い終息を祈る
ばかりです。
このコロナ禍で、リモートやテレワークも普及
した一方で、ここ最近コミュニケーションの大
切さを痛感しています。
テレワークが増えてお客様や職場でのちょっと
した会話がメールやチャット機能で代替される
ようになっています。とても便利になったと思
います。
ただ、今までであれば対面をして、会話で伝え
ていた事柄も文章で伝える機会が増えました。
直接の会話であれば、相手の反応を見たり声色
で、自分の伝えたいことが正しく伝わっている
かを比較的確認出来ます。
文章によるコミュニケーションは、相手の思い、
自分の思いを伝える上で、会話以上に注意をし
て、そして思いや気持ちを込めなければならな
いのだと痛感しています。
それと、会話が減った事から、自然と挨拶が不
足しているように感じられます。
『お疲れ様です』
『こんにちは』
『ありがとうござ
います』挨拶で始まり、挨拶で終わる。人とし
て基本的な事です。
様々な事が便利になったとしても、人と人との
関わりの中で、大切な事を失ってはいけません
し、外せない事があります。地域や社内に於い
ても、自ら率先垂範で取り組んでまいります。

初 夏！蚊 に 刺され の 痕

皆様こんにちは！
20 度を超える日々が続き、 段々と夏がやってきた感じがしますね。
夏といえば蚊！蚊に刺されやすいという方も多くいるのではないかと思います。
蚊に刺された後に搔いてしまい痕が残ってしまったという経験をした方も
いるのではないのでしょうか？
蚊に刺された痕は何故残るのか？
蚊に刺されて掻いた後に残るシミ。

ホテルの現場です。

それは 「炎症後色素沈着」 といい、 虫刺されによる炎症から皮膚を守り皮膚を修復させる

こちらの現場は新規施工時以来、約 10 年間

過程でメラニンという色素が沈着して起こるものです。

ゴキブリの生息はありませんでしたが、久し

子どもは肌の新陳代謝が活発なので、 痕が残っても比較的早く元の肌色に回復します。

ぶりに生息ありのご連絡をいただきました。

しかしながら年を重ねるごとに肌のターンオーバーの周期が遅くなるため、 メラニン色素が

洗い場にゴキブリが何匹か歩いていました。

抜けるのにも時間がかかるようになります。

先方で設置したゴキブリホイホイにも捕獲
があります。

痕にさせないために

付近を調査するとご覧の通り、表面は補修し

虫に刺された後、 炎症が強く長引くほど、 炎症後色

てありますが扉が腐食しており内部に空洞が
ありました。
洗い場と云う湿度の高い場所でもあり、長年

素沈着が起きやすく濃い痕が残りやすくなります。
特に、 かゆみが強い虫刺されの場合は、 かゆいからといって掻きむしってしまうと傷になっ

の使用で経年劣化しておりました。

たり、 そこから細菌感染を起こしてしまったりして、 消えないシミになってしまう場合があり

この空洞部分がちょっとした巣になっていま

ます。 痕にしないためには、 かゆみを無理に我慢せずに、 ステロイド外用剤などを使って炎

した。

症を抑えることが大切です。

FCC ではゴキブリの生息源を突き止め、弊社
オリジナルの FCC コーキング剤を巣にピン
ポイントで施工する事により、駆除効果を
高めゴキブリゼロを目指しております。

外出時は、 肌の露出を控えたり、 虫よけスプレーや忌避剤を活用、 屋内の場合はダ
ニやノミが発生しないように燻煙剤を使って防除するなどして虫に刺されないように
しましょう！

展示会
出展の
お知らせ

お客様の声
F A Xよ り 頂 い た ア ン ケ ー ト の お 言 葉 を
紹介します。

【展示会コンセプト】
ベーカリー／洋菓子店オーナーの皆様に、こだわりの素材・レシピ・厨房機器や、コロナ禍で
ビジネス環境が大きく変動する中で新しい生活様式に対応した、店舗運営にまつわる様々な課題
解決をご提案し、利益拡大につながる情報が一堂に会して、活発な商談を行う展示会です。
また、製パン・製菓メーカーの商品開発、技術者向けに、新しい素材と技術を提案し、ビジネス
マッチングの機会を提供します。

日程
会場

2021年9月2日(木)・3日(金)
10:00～17:00

パシフィコ横浜 展示ホールC
展示会にお越しになる皆様へ

いつも大変お世話になっております。営業部リーダーの小山と申します。
当日展示会場では、弊社出展ブースにて営業スタッフが常駐しております。現在の店舗状況
で気になる点や、ご契約中以外のサービスでご興味やご質問などございましたら、お気軽に
お申し出ください。直接担当がお答えいたします。また、お知り合いの方で害虫・害獣駆除を
ご検討されている方がいらっしゃいましたら、ぜひご一緒にお越しください。
み なさまに展示会場にてお 会いできるのを、楽しみにしております！

詳細は公式サイトにアクセスください。 https://tokyofoodtechnology.com/
ご希望の方は、招待状をお送りいたします。営業までお申し付けください。
FCC営業部 TEL:0466-31-3164

5 月、6 月度は 96％のお客様から
「FCC を実感する」という声を多く
頂けました。
害虫はほぼ見ないので満足ですと頂
いており、弊社としても嬉しい限り
です。
今後は、気温が上がり害虫の発生が
多くなってきます。
そんな中でも、お客様には駆除の効果
を実感していただけるように弊社も
日々精進してまいります！
これからも FCC をよろしくお願い
致します！
FCC のゴキブリ駆除は年間の対応
となります！
1 年間は弊社が責任を持ってご対応
しておりますのでご安心頂けます！

