
先週火曜日から涼しくなって過ごしやすい日々が
続いていますね！秋を匂わす季節になりました。
あと数日は、涼しい日が続くようですが、また
真夏日に戻るそうです。
コロナが発生してから
は、真夏感を味わうこ
とはありませんが、日
本特有の四季は、いつ
の時代も同じように訪
れます。
この数年は、局地的豪雨
や台風などいろいろ天災に見舞われて環境的にも
変化していることは、皆さんも感じられていると
思います。あちらこちらで、被災したりしている
方が多くいます。だから少しでも環境的に良くな
る活動を行っていきます。
そうでなければ未来の子供達に、四季を見る自然
を残すことが出来なくなります。そんな寂しいこ
とにはなって欲しくないですよね！微力ながらで
すが、出来ることをやっていきます。我が家でも、
少しでも自然を感じて欲しくて、毎年朝顔を植え
ています。
今年は、遅咲さきながら我が家にも朝顔が庭に咲
きました。今年は、他のも植えていた関係で植え
る時期が7月に入ってからになってしまいました。
今日の朝も 12箇所咲いていたのですが、その１
つが写真になります。この朝顔は、去年咲いた朝
顔のタネを撒いて咲いたものになります。
長く続けていきたいと思います。ただ、毎年タネ
が多く取れるので、お裾分けしています。今年は、
いつまで咲き続けるかな！？

FCC 衛生商品の紹介です。FCC 衛生商品の紹介です。

社員ブログ
FCC 社員のメッセージをお伝えします。

社員ブログ
FCC 社員のメッセージをお伝えします。

朝顔

Q2:コバエが飛んで困っています。
A コバエ発生の一番の原因は水回りの環境に

あります。

グリストラップや什器下に水やヘドロは溜まっ

ていないでしょうか？水やヘドロがたまってしまう

とコバエが繁殖してしまいます。

グリストラップや什器下の清掃を行うことで、解決

に繋がります。

什器下のヘドロなどのゴミかきだしについては、

弊社で専用のかきだし棒を販売しております。

グリストラップの清掃についても弊社で清掃

サービスを承っております。

ご自身でどうしても清掃出来ない場合は、弊社に

ご連絡ください。誠心誠意ご対応致します。

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。

どうぞこれからも、 忌憚のない

ご指導 ・ ご鞭撻を賜ります様

よろしくお願い申し上げます。

　　　　　            　　      敬具

         

お取引様 各位
お客様アンケートご報告

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だき、 ありがとうご

ざいます。

結果について集計致しましたので意見の一部をご

紹介致します。

Q1:涼しくなり寒くなれば、ゴキブリ
　  は出なくなりますか？
A 目視することは減ると思います。ですが、いな

くなったわけではありません。見なくなったゴキ

ブリは、機械の裏や中に入り込んでいます！

ゴキブリは熱帯・亜熱帯の生き物のため、暖か

い場所を好みます。機械は熱源と呼ばれ、寒い

時期はゴキブリにとって生息場所となるのです。

春先になると、ここで増えたゴキブリが一気に

出てきます。

このような状態にならないようにするためにも、

普段目に見えない場所の駆除が必要です。

FCCでは普段私たち人間が目にしない場所の

駆除も行っているのでゴキブリの根絶が可能

です。お困りあれば、いつでもご連絡ください！
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※2021年10月 1日 のブログより
※2021年9月9日 のブログより

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

社長コラム社長コラム

10 月 1日本日開所しました。
B 型⇒A 型⇒社会保険加入 A 型⇒FCC 並びに
るるカンパニーへの一般就労
このステップアッププランを築きました。その
ベースになるB型事業所になります。B型事業
所の工賃向上の一翼を担います。そんな覚悟です。

事務所開き時の画像です。当社の執行部の面々
になります（笑）　
何故（笑）なんだぁ？？　いろいろです（笑）
真面目な話もうすぐこの仕事に足を踏み
入れて 10年になりますが、つくづく
奥の深い事業だと感じます。
まだまだ勝負です。

障害者就労継続支援多機能事業所

お客様の声お客様の声
FAXより頂いたアンケートのお言葉を
紹介します。
FAXより頂いたアンケートのお言葉を
紹介します。

日程 会場
2021年 11月11日(木)・12日(金)

10:00～17:00

東京ビッグサイト 
西１ホール

事前に来場登録が必要となります。
※詳細は招待状をご覧ください。

コバエの被害として、 視界の中で飛び回ったり、 食品に群がったり、 大量発生したりするのを目に

した際の不快感などが挙げられます。 また、 糞尿や腐敗物に群がるため、 雑菌を運ぶこともあります。

●生ごみの処理●

生ごみはすぐに袋に入れて密閉し、 ニオイが漏れないよう処理しましょう。 袋はニオイが漏れない

袋を使用し、 生ごみを入れる前には水切りを行うと効果的です。

●水まわりの掃除●

コバエは水まわりを好みます。 台所や浴室、 トイレの掃除を念入りに行いましょう。 特に、 排水口

は垢や汚れなどが溜まりやすい場所です。 定期的に掃除して、 清潔に保ちましょう。

●侵入経路になる隙間を減らす●

コバエが外から侵入してくる場合は、 侵入経路を塞ぎましょう。 網戸から侵入している場合は、

網目が細かい網戸に変えるのも手です。 他にも窓やドアに隙間テープを貼ったり、 換気扇や換気口

に網を取り付けたりして侵入経路を塞ぐとよいでしょう。

●食料品を放置しない●

飲み残し、 食べ残しはコバエの大好物。 食卓に食料品を放置しないことが大切です。

コバエの中にはアルコール類を好むものもいます。

お酒の空き缶などは水ですすいで捨てるようにしましょう。

またペットを飼育している場合は、 ペットの食器やトイレに

も注意しましょう。 食べ終わったペットの食器はこまめに

洗い、 トイレも汚物をそのままにせずすぐ袋に入れて密閉し、

処分しましょう。

生活の豆知識
秋のコバエ対策

いかがでしたでしょうか？　コバエ対策をできることから始め、快適な生活にしましょう！

コバエによる被害

コバエの対策

皆様こんにちは！
涼しくなってもまだ家の中にコバエが…なんて方はいませんか？
夏のほうがイメージがあるコバエですが、最も発生しやすいのは
春や秋！　今こそコバエ対策をしましょう。

台風も過ぎ去り、ますます秋らしさが増してきま
したね。秋と言えば、食欲の秋と文化の秋ですね。
緊急事態宣言も解除されて、多くの人が外出して
飲食や観光を楽しむ方が増えると思います。解除
されても、しっかりと感染対策を守って、また感
染が拡大しないことが必要ですよね。
今回は、これから寒くなっていく中でゴキブリの習性
を掴んだ駆除方法を紹介していきたいと思います。
いつも見られている方は、ご存知の方も多いかと
思いますが、ゴキブリは熱源などの暖かい場所を
好んで生息します。特に寒い冬の時季は、集まっ
て生息しています。
写真のコールドテーブルは、全体的に熱を帯びて
いて隙間が多いので生息しやすく、冬場は特に生
息しています。モーター部分は暖かく、隙間が多
いので見えない場所に集まって生息しています。
そこで、写真のように分解して細かく施工しています。
細部に渡るまで、施工をすることで完全駆除が可
能になります。固定されていたり、上に什器が乗っ
ている場合は、天板を開けての施工が出来ない場
合はありますが、お客様の協力で移動していただ
いたり、固定されているものを外していただけれ
ば、施工致します。
これからの季節でも、室内環境が保たれていれば
ゴキブリは生息していけますので、お困りの場合
はご連絡下さい。

施工員ブログ施工員ブログ
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。

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。

冬場の生息

FCC ピュアマイルド コンパクトサイズ (1 リットル )

販売価格 1,222 円 ( 税込 )

コンパクトサイズ

ですので、お試しで

使用したい業者様や

個人宅様に最適です！

環境負荷が小さく、自然に戻りやすい
100％植物性洗剤です。

①都内飲食店
ゴキブリ駆除の効果がとても良く、
頼んで正解でした！

②都内飲食店
コバエ駆除で相談にも乗っていただき、
ありがとうございます。
引き続きよろしくお願い致します。

最近では、コバエやネズミといった
害虫・害獣の相談も増えています。
弊社では、ゴキブリ以外も専門で駆除
を行っています。
些 細な事でも相談に乗りますので、
いつでもご連絡ください！

自然植物成分 100％。油汚れもしっかり落としま
すが、手肌に優しく、赤ちゃんの哺乳瓶や野菜洗
いにも使用できる安心な液体タイプの石けんです。
汚れを落とす成分が、松の油（トール油）・ヤシ油
などの自然植物成分100％でできており、石油系界
面活性剤を一切含まないので、自然に戻りやすく、
環境負荷の小さい洗剤です。
肌への刺激もなく手荒れやアトピー等でお悩みの方
でも安心してご使用頂けます。
希釈してご利用できますので、コストパフォー
マンスの良さでご好評を頂いています。
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FCC厳選・商品紹介FCC厳選・商品紹介

皆様方の御支援とご愛顧のおかげを持ちまして、レジャーホテルフェア2021に出展

させて頂く運びとなりました。つきましては本展示会の招待状を同封させて頂きます。

ご多忙と存じますが、是非弊社の出展ブースへお立ち寄り下さいませ。社員一同、心より

ご来場をお待ち申し上げております。

招待状同封のご案内


