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。
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勤務に切り替える企業も増えて

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

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
きている。国民全員が新型コロ

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
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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
の場所にも随時デコペイント

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
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(社宅のリフォームの様子)
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