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ももぞのこども園 様

丁寧な気持ち

サラリーマン生活 28 年目にして
経験したことのないコロナ禍で
日々もがいておりますが、これを
好機ととらえて新たな営業スタイ
ルを推し進めていきます。もちろ
ん、福岡営業所の設置の夢はあき
らめていません ( 笑 )

コロナ禍の状況においても、これま
でにつながりいただいたお客様にこ
れからも新鮮に感じていただけるよ
う、提案の姿勢を忘れずに、丁寧に
営業活動を進めて行きます。オンラ
インでの新しいつながりも挑戦して
いきたいと思います！

柏野たよ子
担当地域：
北陸、近畿の
一部

有事の中においてもシンプルに柔
軟性を忘れず、お客様の為の営業
活動を意識しています。
オンラインの勉強会や商談など
も、積極的に行っていきたいです。
コロナ太りも克服します ( 笑 )

謙虚さを忘れずに

大熊孝征

担当地域：
関東・甲信越

コロナ禍でもお客様との繋がりを大
切に、時代の変化とともに共存でき
る提案に注視していきたい考えです。
食品鮮度保持についてのご質問お待
ちしております。
好きなお菓子はかりんとうです。
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季節なので︑除菌と加湿の両方
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株式会社鳥繁産業は、鮮度保持剤のメーカーです。微酸性電解水の製造・販売も行なっております。

安全なのは助かります︒

ももぞのこども園様

赤ちゃんクラスでも使えるの

■ オンライン相談のご案内
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■ 営業担当紹介（関西、関東営業所）

がいいですね︒市販の台所用除

脱酸素剤 エバーフレッシュ誕生 30 周年②

フリーダイヤル : 0120-828-507

■ 鮮度保持剤のはなし

消臭力もすごい！アクアサニターお客様の声

■ お客様紹介（アクアサニター編）

https://www.torishige.co.jp/

出前授業で保冷剤作り

菌消臭剤や消毒用アルコールで

発行元／株式会社鳥繁産業

地域の産業を知る

■ 室内の感想を防いで、冬を元気に乗り切りましょう

■ 鳥繁産業スタッフおすすめ！

〒879-2461 大分県津久見市上青江 4180 番地

■ ごあいさつ

はそうはいきませんから︒

鳥繁産業ニュースレター
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アクアサニターをご利用い
ただいている、ももぞのこ
ども園様は、「じぶんでで
きる みんなでできる〜自
立と自律」という保育目標
を掲げ保育に取り組まれて
います。
学年制を取らず、子どもの
主体的な活動を促す環境づ
くりをされています。

ができるのがいいですね︒
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職員のみなさま

赤ちゃんクラスでも使える安心感。
空間噴霧で園児と職員を守る。

2021

「鳥繁産業でございます。いつもお世話になってお
ります！はい、いつもの商品ですね。本日出荷で明
日お届け出来ます。ありがとうございました。
」
顔が見えないからこそ、声で笑顔を伝えます。

協力 : 園長 今井 謙様 副園長 今井 真己様
大分県大分市桃園団地 29-17
tel.097-551-3554
https://kosodate-web.com/momozono/

福祉法人若葉会

エバーフレッシュ②

学校では︑﹁ふるさと教育﹂と

４年前から地元津久見市の小

が少なく︑子どもたちが自慢で

し︑最近は全国に通用する話題

解してくれていました︒しか

津久見高校ですね﹂とすぐに理

言うと︑﹁あの甲子園常連校の

び︒工場内の機械の様子をビデ

ころ︑先生も子どもたちも大喜

てみては﹂と提案をしてみたと

そこで教室で﹁出前授業をし

ませんでした︒

外者立ち入りを禁止せざるを得

で︑学校では体験できない地元
一﹂や﹁扇子踊りが県の無形文

そこで﹁石灰石排出量が日本
久見の主力産業である石灰石の

冷剤﹂を作りました︒併せて津
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地域の産業を知る
出前授業で保冷剤作り

と聞かれ︑平成１０年くらいま

して︑地元の産業や観光地など
きて誇りに思う地元の事柄を知

では﹁大分県の津久見です﹂と

を見学する授業を行っていま
オに撮り﹁バーチャル工場見

小学３・４年生による
地元企業や工場の見学

す︒
らないとの意見が多く出されま
学﹂とし︑理科室をお借りして

３・４年生の社会科の授業の
した︒

の会社や工場の見学をしていま
化財に登録された﹂﹁津久見湾
勉強もしました︒

﹁地域の産業を知ろう﹂の課目

す︒当社もそのコースの一つに
でのマグロの養殖﹂など︑我が
普段︑授業ではやれない実験

入っていて毎年子どもたちが工
験してもらおうと市内企業の協
に︑子どもたちの目はキラキラ

町の自慢できる事を小学生に体
力の元に社会見学が実現しまし
していました︒最後に︑脱酸素

バーは︑鳥繁産業ホームペー

ニュースレターのバックナン

子をプレゼントしました︒

剤や乾燥剤がはいっているお菓

た︒

教室へ出前授業
しかし︑今年はコロナ禍によ
ジよりご覧いただけます︒
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温度 18〜25℃
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結露が発生
しやすい領域
のどの粘膜や肌が
乾燥を感じる領域
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インフルエンザ
ウイルスが
繁殖する領域

温度と湿度の目安

カラダに快適な領域

カビが発生する領域
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□ 袋を変えたら脱酸素剤が効かなくなった

場見学に来てくれます︒

あなたの地元はどこ？
この社会見学は︑津久見市教
育委員会で以下のような話が出
大学や就職などで県外に出た
り︑市内の会社や工場内への部

たことがきっかけでした︒
時に﹁あなたの地元はどこ？﹂

イプなど︑食品に合わせた機能を付加

室内の乾燥を防いで、冬を元気に乗り切りましょう !
□ 包装設備を良くしたのに日持ちしなくなった

アクアサニターや加湿器などを活用して、冬を快
適環境で元気に乗り切りましょう。
0120-828-507

お菓子の少量化・小包装へのシフト︑
ニーズに合わせて進化を続ける︒
多種類︑少量のニーズ
した製品が生まれました︒

安心・安全のパートナー
令和に入り︑人手不足や︑新型コロ
ナウイルスの影響もあり︑今後はさら
に高度な付加機能が必要になると考え
私たちは︑ユーザー様と直接繋が

ています︒
り︑情報を共有することで︑﹁鮮度﹂

□ 新人のスタッフに使い方を教えてほしい

□ 営業マン向けに勉強会をやってほしい
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お菓子や食品を安全に安心してお届けするためのご相談
をオンラインにて承ります。鮮度保持の専門家が鮮度保
持や日持ちに関する課題・問題を一緒に考えます。
他社製品をご利用の方も遠慮なくご相談ください。

湿度 40〜60％
お電話の際は、「オンライン相談希望」とお申し付けください。

フリーダイヤル

平成１０年を過ぎたころから核家族
化がより進み︑甘いものをたくさん食
べる時代から﹁種類は多く︑量は少な
く﹂のニーズが高まりました︒少量の
詰め合わせが増え︑お菓子の大きさが
一口︑一切れサイズになり︑それに伴
い脱酸素剤のサイズも小さくなりまし
つまり︑カステラ一斤をパックする

た︒
のではなく︑２センチ幅にカットした
ものを小包装し︑その中に小さなサイ
ズの脱酸素剤が一つづつ入れられるよ
うになったのです︒
コンビニエンスストアのオリジナル
商品も増え︑個包装のへシフトが加速
しました︒

食品に合わせた機能
その後︑包装リサイクル法の制定や

という情報と﹁脱酸素剤︵鮮度保持
ザー様の次のステップへの安全・安心

ミ問題が注目されるようになり︑食べ

のパートナーとして頼れる企業を目指

剤︶﹂というモノを同時に提供︒ユー
それらの課題に対応する品質や機能

してまいります︒

残しの廃棄ロスも話題に上がるように

向上が求められ︑酸素インジゲータ付

なってきます︒

環境問題など︑使い終わってからのゴ

VQタイプ
従来品

今年の冬は新型コロナの影響で、ウイルスの流行
を抑えるため、換気扇などによる常時換気と、乾
燥を防ぐ加湿器の活用などが推奨されています。
布製のものにはスプレーを吹きかけ、
拭き取れる材質のものはスプレー後
に拭き取ってください。

脱酸素剤や乾燥剤について、
お困りごとはありませんか？
いつもありがとうございます。
関西営業所の油井です。今回はアクアサニ
ターの消臭力について、医療関係のお客様
よりお寄せいただいた声を紹介します。

オ ン ラ イ ン 相 談
気になるニオイにお試しください

検知剤面積が約 3
倍。だから、ラベ
ルを貼っても確認
しやすく便利です。
検知剤が両面につ
いているので、入れ
間違いの心配があ
りません。

お菓子の安心・安全をサポート

パソコン
スマホで
気軽に相談

消臭力もすごい！
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きや超小型化︑誤飲防止の貼り付けタ

※アクアサニターは、株式会社デイリーテクノの登録商標です。

［両面酸素検知剤付き］

室内を適切な温度と湿度に保つことで、新型コロ
ナウイルスやインフルエンザウイルスなどの感染
リスクが低くなると言われています。
アクアサニターお求めは
こちらからどうぞ。 →

エバーフレッシュ VQ タイプ

ごあいさつ

エバーフレッシュ誕生 30 周年
の

□ 新しい商品に使う鮮度保持剤を選びたい

施術の際に使うベッドの枕部分に残るニオイを
消すため、 施術のたびに某有名消臭剤を使っ
ていましたがニオイが消えず困っていました。
そこでアクアサニターを試してみると見事にニオイ
が消えました。

お客様
の声

脱酸素剤の実用化から 40 年

鮮度保持剤
はなし

