Q2:
「ベイト施工のゴキブリ駆除」
はどこも同じですか？

お取引様 各位
お客様アンケートご報告
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A 結論から言うと同じではありません。
使用する薬剤の違いもありますが、一番の違

拝啓
貴社ますますご盛栄のこととお喜び申し
上げます。
毎々格別のお引き立てを賜り、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。
敬具

いは「どこまで作業してくれるか」です！
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目に見える範囲だけでなく、普段目にしない
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ような場所にまで作業する事でゴキブリがい
なくなります。細かい作業になるので、時間と
手間が掛かります。ですが、
ここまでやらない
とゴキブリはいなくなりません。
ここまでやっ
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てくれる業者を見つけてみてください！

新年のご挨拶

Q3:ネズミによる被 害 が 無くなり
ません…。

施工員ブログ

A 冬になり、
ネズミの被害にあっていると言う声

焼肉ビジネスフェア2022

生活の豆知識

を多く聞きます。

FCC厳選・商品紹介

Q 1 : 寒 い の にゴ キブリを 見 か け
ます…。

この時期は暖を求めて、
ネズミがより建物内

A ゴキブリは亜熱帯の生き物で寒さに弱いの

ネズミは頭の良い生き物です。

お客様アンケートご報告

に侵入してきます。

です。

単なる穴埋めの作業や毒餌を設置するだけ

それなのに、なぜゴキブリが出てくるのか…。

では、完全に駆除できません。

それは、隙間や機械周りといった暖かい場所

弊社では、年間通してネズミの完全駆除を行

に潜んでいて、
出てきているのです。

なっています。

冬が終わって春になれば、繁殖したゴキブリ

お困り・ご相談あればお気軽にご連絡ください！

が一気に出てきます。
実は寒い時期こそ、駆除のベストタイミング

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。
どうぞ今年も、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

なのです！
駆除をお考えの方はFCCまでご連絡ください！

新年明けましておめでとうございます。
昨年は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
昨年は、この様な状況下で飲食店のお取引きのお客様は残念ながら減少してしまいま
したが、コロナ消毒で何とか乗り切る事ができました。少しでも早く元の状態に戻る事
を祈るばかりです。害虫駆除の技術については新規施工は引き続き、スタッフの尽力も
あり駆除率は高い水準で向上しております。但し、更新現場ではまだ理想的な高い目標
の駆除率に達していないのも事実です。こちらは大いに反省すると共に日本一の技術力
獲得の為、旧来の施工方法だけでなく常に最新の薬剤・施工方法等にアンテナを張り、情報収集して良いもの
は積極的に取り入れて更なる駆除率・技術力UPを目指して参ります。
お取引きのお客様に対して安心・安全で快適な環境を提供し、ご満足いただける様に本年も施工スタッフ一同、
奉仕の心で誠心誠意対応致します。
本年も変わらぬお引き立ての程、何卒宜しくお願い申し上げます。
株式会社FCC 施工部課長 佐野 操

新年のご挨拶
新年あけましておめでとうございます。
旧年中は格別のご高配を賜りありがた
く厚く御礼申し上げます。

謹んで新春をお祝い申し上げます。
昨年は格別なご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
昨年もコロナ一色の一年となりました。変異株の脅威や新たな感染症に注目をされる中、
withコロナ時代をどう生き抜いていくのか、常に前を向いていかなければいけないと強
く感じています。
そして、コロナ禍で衛生意識も非常に高まりを見せている今、衛生管理のプロフェッショ
ナルとして求められる以上のサービスを提供する事が使命です。
本年も衛生管理の第一線に立ち、常に「安心・安全」を提供する事をお約束致します。
貴社の益々のご繁栄をお祈り申し上げますとともに本年も倍旧のお引き立てのほどひとえにお願い申し上げます。
株式会社FCC 営業部課長 小山 拓哉

最近は終息の兆しは見えてきました
が、昨年もコロナの猛威の中、事業運
営での想像を絶する苦難をお察し申し
上げます。弊社もご多分に漏れず苦戦を虐げられましたが、
何とかこうして新年を迎えられるのも皆様方のお陰でござ
います。ここで改めまして感謝申し上げます。
弊社の昨年は一昨年同様に本業からコロナウィルスの殺菌
消毒に一部シフトチェンジをして緊急事態宣言下を乗り切

新年明けましておめでとうございます。
旧年中は、格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
昨年は、コロナ禍になって２年目の年となり、１年の大半が緊急事態宣言と蔓延防止の中
で多くの方が、対策を図って共存していく生活を過ごされてきました。その中でも、思う
ように仕事やイベント、多くの事業者が苦渋の決断を迫られました。SDGｓの項目にもあ
るように貧困層が更に増えてしまったと考えられます。ただ、感染者も減ってきてワクチ
ン接種も進み明るい兆しも見えてきて経済が動き出したことは喜ばしい出来事です。
株式会社FCCとしては、一昨年に引き続きコロナウィルスの発生現場からの依頼を受けて殺菌消毒をいち早く
対応して、少しでもお困りの方を救うべく施工スタッフが迅速に対応しておりました。弊社独自の完全殺菌シ
ステムで、コロナ感染が発生しても、すぐに営業再開できるように対応して参りました。今後も、コロナが根
絶されたわけではありませんので、ご要望がある限り最大限の対策を講じて社会貢献となるよう対応して参り
ます。 それと同様、害虫獣駆除の対応も外部から最新の情報を取り入れて施工に活かして、お客様の安心・
安全・清潔な快適空間を提供して参ります。一人でもご満足いただけるようスタッフ一同尽力して参りますの
で、本年も何卒よろしくお願い申し上げます。
株式会社FCC 施工部部長 水島 聡

りました。宣言が明けまして事業再開になりますとやはり
衛生環境の整備が必須になります。ここがお役目で弊社では
皆様に最大限に貢献させて頂く覚悟でご対応しております。
デルタ株に続いてオミクロン株が世界的には問題になっ
て来ました。しかし歴史を辿ると如何なるウィルスも2年
半で消滅して来た過去がございます。今年はコロナ前の日
常に戻ることを信じて皆様のお役に立ちたいと存じます。
衛生の分野でしっかり後方支援をさせて頂きます。
本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

謹んで新春のお祝いを申し上げます。
旧年中は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
昨年もコロナ禍に見舞われましたがワクチン接種も進み新規感染者や重症患者は大幅に減
ることになりました。
社内・社外におきましてもマスク着用、検温、アルコールによる手指消毒、アクリル板設置、
換気など徹底した感染防止を行いました。今年も気を緩めず引き続き取り組んで参ります。
今年も昨年以上にご満足いただけるようサービスを提供させていただく所存ですので
変わらぬご愛顧賜りますようお願い申し上げます。
株式会社FCC 総務部課長 篠田 主税
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生活の豆知識

施工員ブログ
施工員の体験ブログです。

株式会社FCC
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意外と身近にいる！ハクビシン

皆様こんにちは！
山の近くに住まわれている方で“ハクビシン”の被害に遭われている方は
いませんか？意外と近くに生息するハクビシン。顔の真ん中に白い線
が入っていて可愛らしい姿が特徴的ですが、農作物や家屋に重大な
被害をもたらします。

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。

ハクビシンの被害
具体的なハクビシンの被害は以下の通りです。
●作物を荒らされる食害
●アレルギーの発症

●糞尿の蓄積により家屋の腐敗

●断熱材に巣を作られる

●皮膚病の罹患

特に皮膚病は重症化するケースもあります。 ハクビシンやその糞尿に触れないようにしましょう。
屋外でペットを飼われている際も注意しましょう。
万が一噛まれた場合は感染症のリスクもあるため、 すぐに病院で受診してください。
そば店の現場です。

ハクビシンの対策

フロアーの手洗いシンク周辺にゴキブリの生息を
確認しました。

困った被害をもたらす害獣ハクビシンですが、 鳥獣保護法で保護されている動物のため捕獲をした

付近を細かく調査するとシンクの下の部分の水

り毒餌を使ったりする際は市役所に申請する必要があります。

や洗剤を自動で供給するユニット内が怪しそう

すぐに何とかしたい場合は駆除ではなく追い出す方向で対策を考えましょう！

です。他の現場でも生息事例がありました。

●侵入経路を塞ぐ

カバーを外してみると生息源になっていました。

ハクビシンは登れるものや隙間があれば簡単に侵入します。 家に向かって長く伸びている枝の伐採

特にエサになりそうな物はありませんが、ゴキブ

や、 通気口や換気口を塞ぎましょう。

リにとっては熱源で狭い部分なので住み易い

●食料や雑草を放置しない

環境と思われます。

家庭菜園などを行っているご家庭は要注意です。 また、 ペットを飼われている方は餌の容器をすぐ

内部の機器に支障が及ばないように慎重に薬剤

に片付けるようにしましょう。

を施工しました。

他にも薬剤散布や、 超音波を発して追い出す方法などもあります。

FCCではゴキブリの生息源を突き止め、巣に直接

いかがでしたでしょうか？
死骸を放置すると腐敗して片付けが面倒です。早めに対策して、それでも効果がない場合は専門の
業者や自治体に相談しましょう！

薬剤を施工する事で駆除効果を高めゴキブリ
ゼロを目指しております。

今年

します！
展
出
も

FCC厳選・商品紹介
トイレには神様がいると言われています。
新しい年をキレイなトイレで過ごしませんか？

“焼肉業界”
と肉料理を扱うすべての
“外食・飲食業界”
を
ターゲットにした、年に一度の専門展示会です!!
会期

2022年 1月19日(水)・20日(木)

10:00～17:00

池袋サンシャインシティ

会場 文化会館

招待状同封のご案内
皆様方の御支援とご愛顧のおかげを持ちまして、 今年も焼肉ビジネスフェア 2022 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券を同封させて頂きます。
時節柄、 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。

詳細

特設サイトにアクセスください。

https://yakinikufair.com/

FCC®バイオ球(水タンク用)
販売価格 1,650円(税込)
■使用方法
水タンクカバーを開けて吊るすだけ！
トイレの水タンクに入れるだけで、約1ヶ月くらいで
パイプ内の臭いが消え、その後、徐々に汚れがキレイ
になります。
トイレなどから何とも言えない嫌な臭いがして気に
なるという事はありませんか？
そんなお客様にはFCC®バイオ球がオススメです！
FCC®バイオ球は通常の消臭剤とは違い、
純 粋 培養菌の力で臭いの元を分解するので、
根本的な解決に繋がります。
100％自然の物で出来ているので人体は勿論の事、
環境への負荷はありませんので安心してご利用
頂けます！
■使用上の注意
・排水口をふさがないように入れてください。
・用途以外に使用しないでください。

