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鳥繁産業ニュース

*K9ZOO パークプレイス店 様

協力 : 株式会社 K9ZOO 専務取締役 白石 新様
大分市公園通り西２−１パークプレイス大分３Ｆ
営業時間：10:00〜21:00 定休日なし
https://k9zoo.co.jp/
tel.097-524-6339
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アクアサニターは︑犬︵ペッ

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。

レーした後は水に戻るから健康

子育ての必需品です
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■ お菓子の健康診断

■ 鳥繁産業スタッフおすすめ！

族を守ってくれるところが気に

脱酸素剤とアルコール揮散剤

*K9ZOO（ケーナインズー）
様 は、仔 犬・仔 猫 の 販 売、
犬猫・ペット用品、トリミ
ングルーム、ペットホテル、
など、ペットに関するサー
ビスを幅広く提供されてい
るペットショップです。
アクアサニターを衛生管理
用として導入、店頭にて販
売も行っております。

入っています︒

■ 鮮度保持剤の選び方

*K9Z00 パークプレイス店様

フリーダイヤル : 0120-828-507

■ 優秀健康経営事業所に選ばれました

■ お客様紹介（アクアサニター編）

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

お客様目線の商品開発を、愚直に。

■ YouTube 鳥繁産業チャンネルはじめました

発行元／株式会社鳥繁産業

■ ごあいさつ

〒879-2461 大分県津久見市上青江 4180 番地
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面にも影響がなく安心ですよ︒

鳥繁産業ニュースレター

2021 年 3 月 15 日発行

「一日一話」職場の教養を使っての朝礼の様子。
社会人としての行動指針や心の持ち方など、仕事
を始める前に気持ちを整える機会として活用して
います。
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有効なのも魅力でしたね︒
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ールなどを使い分けていました

が︑塩素系のものはペットが舐

めないように気をつけなければ

なりませんし︑手荒れや塩素臭

が気になって︑使う側の私たち
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お出かけに
外出先での
おむつ交換にも
シュッと！
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りません。

遠足のおしぼり
おしぼりが
臭くなりません。

おもちゃの手入れ
子どもが
口に入れても
安心です。

※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。

鮮度保持剤方の
選び方・使い

社屋前にて
会長 鳥越克行と社長 鳥越繁一

同じ種類のお菓子でも、脱酸素剤とアルコール揮散剤が使われ
ている場合があるのはなぜですか？ 選び方を教えてください。

に創業当時の話を聞きました︒

合わせた多品種少量生産を︑愚

花便りの届く季節︑
いかがお過ごしですか

こんにちは︒地元津久見では

直にやり続けた結果﹂という言

話の中で︑﹁お客様の用途に

河津桜が終わり︑そろそろソメ

葉が出てきました︒

お客様のお困りごとに
いち早く取り組み︑提
案する

当時の丸京石灰では︑握りこ

ぶしサイズの生石灰をそのまま

販売していました︒

イヨシノの花便りが届く頃にな

りました︒

ワクチンの普及状況を聞いて

いると︑今年いっぱいは感染対

策を取りながら経済活動を広げ

ていくことになりそうですね︒

おかげさまで︑
創業５６年を迎えます

お客様目線の商品開発
を︑愚直に続ける

そんな折︑海苔屋さんから

﹁石灰乾燥剤向けの小粒の生石

灰が欲しい﹂とお話を頂きまし

た︒また︑海苔屋さんが自前で

袋詰めしていると聞き︑ひと手

間加え小粒にした生石灰を小さ

な封筒に入れて石灰乾燥剤とし

て提案したそうです︒

当時は２０ｋｇ単位での販売

が主流で︑その１０００分の１

のわずか２０ｇを小袋に詰めて

商品化するのは勇気がいっただ

ったろうと感心しました︒

の原因、注意点をアドバイスいたします。

お電話の際は、「お菓子の健康診断希望」とお申し付けください。

▲ウォーキング大会

表彰式の様子▶

大分県

がおすすめです。適切な鮮度保持剤や、トラブル

・ウォーキング大会へ家族で参加
・育児休暇や介護休暇の充実
・ストレッチ体操体験セミナー
・出産まで働く業務環境相談
・育児後のカムバック支援
・ラジオ体操をちゃんと学ぶセミナー
・老後の年金運用セミナー など

優秀健康経営事業所に
選ばれました

お申し込み
はこちら↓

地道に続けてきた健康支
援・福利厚生の強化の取り組
みが︑今年度の︑大分県﹁優
秀健康事業所﹂として県知事
表彰されました︒

積極的に健康支援！

女性の割合が６５％を占め
る弊社では︑働きやすさや家
族ぐるみの取り組みなど︑総
務課スタッフがアイデアを出
し合って楽しい企画を立てて
います︒

あります。夏に備えて早めの「お菓子の健康診断」

0120-828-507

お取引させていただいていた

たり、商品の仕上がり具合にも影響が出ることが

フリーダイヤル

さて︑鳥繁産業はこの４月で

気温や湿度の上昇にともない、作業環境が変化し

お寄せ
ください

改めて︑会長の言葉の意味︑

担当が変わって、
ちゃんと
使えている？

カビが心配な季節の前に！

鮮度保持に関すること、微酸性電解水（アクアサ
ニター）の使い方など、こんなこと教えてほしい、
こんな動画があると助かる。などございましたら、
鳥繁産業までご要望をお寄せください。

お客様目線で小さな改善を積み

暖かくなって、
傷みが心配…

熱シールの温度、
調整が必要？

重ね︑商品開発を愚直に続ける

保持剤のサイズ
あっていたかな？

®

無料

ことが︑変化が激しいこの時代

お菓子の健康診断

においても発展への礎だと気付

お菓子の安心・安全をサポート

くことができました︒

鳥繁産業では、お客様からよくいただく質問やお困りご
とにお答えする YouTube のチャンネルを開設しました。
「そうそう、聞いてみたかったんだよ」「ほぉ、そうすれ
ばいいんだ」そんな動画をアップして参ります。
ぜひ、ご覧くださいませ。

酸素バリア性のあるOPP袋が必要です。

ニュースレターのバックナン

はじめました！
業務に暮らしにお役立てください。

※1

バーは︑鳥繁産業ホームペー

鳥繁産業チャンネル

△

そんな時は、お気軽にご相談、またはお菓子の
健康診断をご利用ください。

ジよりご覧いただけます︒

鮮度保持剤と除菌・消臭で暮らしをサポート

○

数件のデンプン工場に視察に行

水分活性の高い商品に使いたい

透明度の高いOPP袋を使いたい

・水分活性がわからない

創業５６年︵昭和４０年創業︶

○

× ※1

×

・選んでみたけど、これで大丈夫？

った際︑石灰の乳化作業の時間

○

油脂の酸化を防いで、おいしさを保ちたい

・どちらがうちのお店や商品らしい？

を迎えます︒これもお客様はも

柔らかさ、しっとり感を保ちたい

◎

◎

が思いのほか掛かっていること

アルベール

ちろん︑仕入れ先様︑地域の皆

△

目的

カビの発生を抑えたい

を知りました︒

◎

様のご理解やご協力のおかげと

エバーフレッシュ

そこで︑生石灰をもっと小粒

目的 や らしさ に応じて使い分けをおすすめします

にすれば︑すぐに水和反応がで

パウンドケーキ、
マドレーヌ、バウムクーヘン、フィ
ナンシェ、
マフィン、デニッシュパンなど

感謝しています︒本当にありが

主な食品例

き喜ばれるのではないかと考

パウンドケーキ、マドレーヌ、バームクーヘン、カス
テラ、人形焼き、まんじゅう、半生菓子など

とうございます︒

or

え︑２㎜程度に粉砕する設備を

主な食品例

包装容器内でエチルアルコールを揮散さ
せ、食品のカビを防ぎ、作りたての食感
を保ちます。

グループ会社の丸京石灰も２

密封容器の中の酸素を吸収して無酸素状
態を作り、酸素に起因する食品の変質を
防止、長期保存を可能にします。

アルベール

導入︑新商品として商品提案を

アルコール揮散剤

月２８日に創業１２６年を迎

エバーフレッシュ

始めました︒

脱酸素剤

鳥越

え︑改めて会長︵克行９４歳︶

脱酸素剤とアルコール揮散剤は、カビを防ぎおいしさを保つ働
きを持った鮮度（品質）保持剤ですが、水分活性、販売期間、
販売方法、包材、またオーナー様や企業様の考え方により、ど
ちらを採用するかが変わってきます。

お客様目線の商品開発を︑愚直に︒

お客様

ごあいさつ

脱酸素剤とアルコール揮散剤
どっちを使ったらいいの？

