
社員の御家族様、取引先様にお届けします。 

また、本通信は就労継続支援 B 型事業所 特定非営利活動法人アイ・コラボレーション様の協力で発行しています。 

【経営理念】全従業員と社会のために、私たちの行動哲学をもとに一つとなり、すべての力を最大限に活かすこと。 

(事務所門前のデコペイントのイメージ図) 

光の見えない闘いはいつまで続

くのだろうか…。4月16日(木)、

政府が 7 日(火)に 7 都府県に発

令していた緊急事態宣言を全国

に拡大することを正式に発表し

た。この発表を受けて通常通り

業務を行う企業は徐々に減少傾

向にあり、テレワーク等の在宅

勤務に切り替える企業も増えて

きている。国民全員が新型コロ

ナウイルス感染に敏感になって

いる中、弊社では本業の仮設足

場工事とリフォーム工事にプラ

スαして、過去の本通信にも記載

したような「手洗い・うがいの

徹底」や「ステリパワーで室内・

社内を除菌」等の取り組みも行

いながら、今月からさらに 4 つ

の取り組みを行っている。●毎

朝熱を測り無料通信アプリ

LINE の「社内共通グループ」で

報告●勤務の制限…公共交通機

関を使用して通勤している管理

部の経理兼イラストを担当して

いる嶋津有香を在宅勤務として

調整している。●弊社事務所＆

社宅の清掃＆整備…ヤード内で

は主に駐車場の清掃＆整備を行

った。社宅ではキッチンの清掃

も兼ねて小規模のリフォームを

行った。弊社では定期的な社宅

の清掃をしており、技能実習生

は清掃をしている様子を写真に

収め全従業員と共有している。

社外の清掃(ゴミレンジャー)だ

けにとどまらず、社内の清掃も

徹底しているのだ。●事務所前

て調整している。●弊社事務所と社宅の清掃＆整備…ヤード内

では主に駐車場の清掃＆整備を行った。技能実習生たちが慣れ

ないスコップを使用しての作業に苦戦。2 期生のフィルマンは

「スコップを使うのは苦手。新型コロナウイルスの流行が早く収ま

って、仮設足場工事の技術を学びたいです」と話していた。社宅

ではキッチンの清掃も兼ねて小規模のリフォームを行った。弊

社では定期的に社宅の清掃をしており、技能実習生は清掃をし

ている様子を写真に収め、全従業員と共有している。社外の清

掃(ゴミレンジャー)だけにとどまらず、社内の清掃も徹底して

いるのだ。●事務所前にデコペイント…写真のイメージ以外の

場所にも随時デコペイントを実施する予定。待ちに待った新型

コロナウイルス終息に向けて…。今は自分たちができることに

全力を注ぐ！ 
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4 月 11 日（土）、弊社仮設事業部事

務所にて、月次決算報告会議後、毎

月恒例の MVP 発表を行った。もち

ろん、新型コロナウイルスの集団感

染を防ぐため、時間は 30 分以下の

短時間、窓やドアを全開にして換

気、ステリパワーの最大限の活用

(噴霧器・車載用加湿器・ハンドステ

リ)、従業員全員がマスク着用、そし

てできるだけ従業員間の距離を置

くなど万全の対策をしながら実施

した。実習生からは、社宅の清掃を

精力的に行い、どこで働いている時

も良い挨拶・笑顔・姿勢が評価され

たアアーが。そして、日本人からは、

自分の考えを深め、営業方法を確立

し、売上を伸ばしていっている点

と、目標達成のために最後まで諦め

ずに動き回っており、その行動でた

短時間、窓やドアを全開にして換気、ステリパワーの最大限の活

用(噴霧器・車載用加湿器・ハンドステリ)、従業員全員がマスク

着用、そしてできるだけ従業員間の距離を置くなど細心の注意を

払いながらの実施であった。実習生からは、社宅の清掃を精力的

に行い、良い挨拶・笑顔・姿勢を評価されたアアーが。そして、

日本人からは、自分の考えを深め、営業方法を確立し、売上を伸

ばしていっている点と、目標達成のために、最後まで諦めない姿

で信頼を勝ち取ってきている点が評価された、リフォーム事業

部・吉川賢一が選出された。次回の MVP は 5 月 16 日（土）に

発表される。新型コロナウイルスの関係で色々なことに制限がか

かり、今回はこのような形式での月次報告会議と MVP 発表とな

った。次回は通常通りに実施できることを切に願う。 

 

日本の GDP が急激に落ち込んでいる。内閣府が今年の 2 月 17 日に発表

した 2019年 10～12月期のGDPが前期比年率でマイナス 6.3%と大幅

に低下したのだ。昨年 10 月の消費増税を控えた駆け込み需要の反動や

大型台風等の要因もあるだろうが、想定通りと言ってよいだろう。消費

税増税に走る前に他国の首脳陣や何名かの専門家の方々から「消費税増

税は絶対に実施してはならない」という警告があったにもかかわらず、今

回消費増税に踏み切ってしまった日本。さらに追い打ちをかけるように、

今回のコロナウイルスの影響で日本だけでなく世界の経済が軒並みスト

ップしている。5 月中旬に発表される予定の 2020 年 1～3 月期の GDP

は想像を超える数値になるだろう。このような観点から見ると、日本の

将来に不安を感じずにはいられないだろうが、これからの日本を作って

いくのも我々日本人である。目の前の仕事をこなしていくなかで、国内

だけではなく、世界情勢などにも目を向けながら、変化に対応し、そし

て新たな変化を生み出していけば、自身も社会も成長していけるのでは

ないだろうか。GDP…Gross Domestic Productの略語であり、日本語

で国内総生産と呼ばれるもの。経済を総合的に把握するデータで、GDP の

伸び率が経済成長率になる。 

 

(社宅のリフォームの様子) 

(左から吉川賢一、アアー、前田社長) 
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の場所にも随時デコペイント

を実施する予定。待ちに待った

新型コロナウイルス終息に向
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社様(以下 ES)が製造している同除菌水とそれに付随する商品を販

売する「滋賀県正規代理店」を担当させて頂いている。しかし、いく

ら商品の特徴を聞いても、肝心の製造会社の詳細が見えないことに

は、品質に疑問を感じ、購入にブレーキがかかってしまうのが消費

者心理だろう。そこで今回は製造本部：ES について少しご紹介をさ

せて頂く。経営理念：「全社一丸となって社員の幸福と健康を追求し、

人々の健康のための衛生管理普及に努め、社会に貢献する企業を目指

す」●2003 年 2 月、ES の前身である株式会社アクアマイト設立、

衛生管理システムの製造販売業を創業。除菌、消臭、そして感染防

止の有効な手段としてステリパワーの販売も開始する。●2007 年  

2 月、株式会社アクアマイトからイーエス・テクノロジー株式会社

に社名変更。2011 年 3 月に発生した東日本大震災では、宮城県石

巻市周辺地区にて、災害廃棄物処理の際の火災発生防止のために同

除菌水が約 3 ヶ月間、広範囲に散布した。その後も地震や台風等の

自然災害が発生した際の廃棄物処理や感染症予防のために、各地域

で使用され続けている。そして、現在でも、「あらゆるウイルス、病

原菌、花粉、有機質などに対して例外なくダメージを与える除菌水」

として根強い人気を誇っている。新型コロナウイルスの流行に乗じ

て、ネットショッピング等でステリパワーの類似品が比較的安価で

販売されているが、ES の 16 年間の販売実績と歴史に取って代わる

ものはないだろう。たった数百円・数千円の差で安心・安全が買え

るなら…皆様はどちらを選ぶだろうか。イーエス・テクノロジー株

式会社 HP はこちらの QR コードから。 
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も地震や台風等の自然災害が発生した際の廃棄物処理や、感染症予

防のために様々な地域で使用され続けている。そして、現在では、
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本通信でも複数回紹介さ

せて頂いている「ステリ

パワー(弱酸性次亜塩素酸

水)」。弊社は現在、イーエ

ス・テクノロジー株式会

社様(以下 ES)が製造して

いる同除菌水とそれに付

随する商品を販売する

「滋賀県正規代理店」を

担当させて頂いている。

しかし、いくら商品の特

徴を聞いても、肝心の製

造会社の詳細が見えない

ことには、品質に疑問を

感じ、購入にブレーキが

かかってしまうのが消費

者心理だろう。そこで今

回は製造本部：ES につい

て少しご紹介をさせて頂

く。 

経営理念：「全社一丸とな

って社員の幸福と健康を

追求し、人々の健康のた

めの衛生管理普及に努

め、社会に貢献する企業

を目指す」 

2003 年 2 月、ES の前身

である株式会社アクアマ

イト設立、衛生管理シス

テムの製造販売業を創

業。除菌、消臭、そして感

染防止の有効な手段とし

てステリパワーの販売も

開始する。2007 年 2 月、

株式会社アクアマイトか

らイーエス・テクノロジ

ー株式会社に社名変更。

2011 年 3 月に発生した

東日本大震災では、宮城

県石巻市周辺地区にて、

災害廃棄物処理の際の火

災発生防止のために同除

菌水が約 3 ヶ月間、広範

囲に散布した。その後も

ステリパワーでみんなの 
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(イーエステクノロジー株式会社 HP のメイン画像) 

者。ごたごたにつけこんで不正な利益を得ること。」と辞書にある。

一連の武漢ウイルスで様々な火事場泥棒が現れた。しかし弱みにつ

け込んだ商売は長続きしない。政府からの規制や全国民にマスクが

配布され始めてから、値崩れを起こしたマスクがインターネット等

を通じて大量に低価格で販売され始めている。浮利を求めて買い占

めしていた者は、得た利益を吐き出す時が来ているのだ。この状態

の中、隣国は尖閣周辺の領海侵入を繰り返し、先程の話ではないが

マスクを 22 億枚も買い占め外交手段に使っているようだ。我が国

の国民は民度が高い。卑怯を嫌い、決まりを正しく守ろうとする民

族である。逆の言い方をすれば、危機感ゼロのお人好しとも言える。

縁あってグァムで戦績ツアーなどをされてるケン芳賀氏とメール

を頻繁に交換している。彼も、国益を第一に考えられない政治主導

のもと、非常事態宣言時に関わらず大きなパニックが見られない日

本の現状を、国民の民度の高さと思いを述べられ、文章の最後には

「武漢ウィルス終結後にグァムに来る観光客が日本人中心となっ

火事場泥棒→「火事場のど

さくさに紛れて盗みを働く

者。ごたごたにつけこんで

不正な利益を得ること。」と

辞書にある。一連の武漢ウ

ィルスで様々な火事場泥棒

が現れた。しかし弱みにつ

け込んだ商売は長続きしな

い。政府からの規制や全国

民にマスクが配布され始め

てから、値崩れを起こした

マスクがインターネット等

を通じて大量に低価格で販

売され始めている。浮利を

求めて買い占めしていた者

は、得た利益を吐き出す時

が来ているのだ。この状態

マスクを 22 億枚も買い占め外交手段に使っているようだ。我が国

の国民は民度が高い。卑怯を嫌い、決まりを正しく守ろうとする民

族である。逆の言い方をすれば、危機感ゼロのお人好しとも言える。

縁あってグァムで戦績ツアーなどをされてるケン芳賀氏とメール

を頻繁に交換している。彼も、国益を第一に考えられない政治主導

のもと、非常事態宣言時に関わらず大きなパニックが見られない日

本の現状を、国民の民度の高さと思いを述べられ、文章の最後には

「武漢ウイルス終結後にグァムに来る観光客が日本人中心となっ

てくれれば良いのだが…」と、綴っておられた。 

4 月 10 日(金)、ある新聞に新型コロナ

ウイルスに関して衝撃の記事が掲載さ

れた。政府が上記で紹介させて頂いた

次亜塩素酸水(ステリパワー)に関して

「食品やドアノブなどの身の回り品を消

毒対象とするが、現時点で手指の消毒に

活用する有効性は確認されていない」と

発表したのだ。この報道はわずか 5 日

後に、「手指も消毒の対象に追加する」と

訂正されたが、毎日ニュースを見てい

る方なら「次亜塩素酸水を使っていて

本当に大丈夫だろうか」と不安になっ

ただろう。日本人は良くも悪くも周り

に流されやすい性格だと言われてい

る。この国民性が原因となって、メディ

アやネットのデマに惑わされ、今回の

次亜塩素酸水の件であったり、生活用

品などの買占めが発生してしまった。

常に正しい情報が発信されていれば、

何の問題もないのだが、様々な人たち

が情報を発信できるようになった現代

ではそれは難しい。メディアやネット

の情報が全てデマということではな

い。大切なことは、「考え・調べ・情報

の取捨選択をして、自分の中に落とし

込む」ことである。多くの日本人はどう

やら調べた後の行動がおろそかになっ

すい性格だと言われている。この国民性が原因となって、メディ

アやネットのデマに惑わされ、今回の次亜塩素酸水の件であった

り、生活用品などの買占めが発生してしまった。常に正しい情報

が発信されていれば、何の問題もないのだが、様々な人たちが情

報を発信できるようになった現代ではそれは難しい。メディアや

ネットの情報が全てデマということではない。大切なことは、「自

分たちで考え・調べ・情報の取捨選択をして、自分の中に落とし込

む」ことである。多くの日本人はどうやら調べた後の行動がおろ

そかになっているようだ。まだまだコロナウイルスとの戦いは続

くだろうし、近い将来、新しい感染症が世界中を襲うかもしれな

い。上記の「情報を利用する時に大切なこと」が実践できなけれ

ば、これからも日本人はデマに踊らされ続けるだろう。 
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たった数百円～数千円の差で安心・安全という

名の保障が買えるのなら…皆様は価格か保障、

どちらを選ぶだろうか。イーエス・テクノロ 

ジー株式会社 HP は右の QR コードから。 

 

(イーエステクノロジー株式会社 HP の QR コード) 
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か 5 日後に、「手指も消毒の対象に追加する」と訂正されたが、毎日ニ

ュースを見ている方なら「次亜塩素酸水を使っていて本当に大丈夫だろ

うか」と不安になっただろう。日本人は良くも悪くも周りに流されや

すい性格だと言われている。この国民性が原因となって、メディアや

ネットのデマに惑わされ、今回の次亜塩素酸水の件であったり、生活

用品などの買占めが発生してしまった。常に正しい情報が発信されて

いれば、何の問題もないのだが、様々な人たちが情報を発信できるよ

うになった現代ではそれは難しい。メディアやネットの情報が全てデ

マということではない。大切なことは、「考え・調べ・情報の取捨選択

をして、自分の中に落とし込む」ことである。多くの日本人はどうや

ら調べた後の行動がおろそかになっているようだ。まだまだコロナウ

イルスとの戦いは続くだろうし、近い将来、新しい感染症が世界中を

襲うかもしれない。上記の「情報を利用する時に大切なこと」が実践

できなければ、これからも日本人はデマに踊らされ続けるだろう。 

 

 

 

  

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

ステリパワーの起源に迫る！ ～16年間の販売実績を誇るイーエステクノロジー社とは！？～  

親父の留魂録 

新聞記事で一転二転 ～その情報間違っているかも！？～  


