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大切な人を守るため、新型コロナウイルスとの共生、｢ピンチはチャンスだ！｣今だからこそ個人生活を

はじめ会社の仕組みを見直し、社員全員で知恵を出し合い創意工夫することで会社力を高める好機です。  
厚生労働省から発表されている下記チェックリストの(1)～(4)の「新しい生活様式」を今一度確認し合

い、経済活動を再開させましょう！ 

下記ＵＲＬに内閣官房が取りまとめた 81 業種別ガイドラインが 

掲載されています。 

内閣官房 HP【https://corona.go.jp/prevention/pdf/guideline.pdf】 

出典：厚生労働省 HP より 

彦根営業課長 

岡部義孝 

 

  

 
◆出勤前の検温    

◆ステイ・ホーム 

 

 

 
 

◆ご来客スペースの消毒・清掃 

◆換氣の徹底 ◆マスクを着用しての職務遂行 

◆立ち入り制限エリアの設定による３密の回避 

◆複合機・ドアなどの共有部を中心に消毒・清掃 

◆テレビ会議システム Zoomの活用   

◆座席の対角配置、座席間隔 1.5ｍの確保 ◆社員への感染防止策などの情報共有 

◆手洗い及び手指アルコール消毒  ※各出入口へのアルコール消毒設置 ※全社員にアルコール消毒スプレーの支給・訪問前後の消毒 

 

出典：東京都台東区役所 HP より 

Zoom を使ってミーティングを開催 ☝ 

モバイルでのグループ打ち合わせや社員 
ミーティングなどに活用。 

グループウェア｢コラボ｣を活用しモバイル
決済、各種申請や日報報告をしています。 
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活氣あふれる「コミュ・オフィス」をご提案 

 

**編集<幸>記** 
アマビエ（歴史的仮名遣：アマビヱ）

は日本に伝わる妖怪。海中から光を
かがやかせるなどの現象を起こし、
豊作・疫病などに関する予言をした
とされます。（出典:Wikipedia） 

2 月頃から新型コロナウイルス感
染症の流行に伴い｢疫病退散にご利
益があるというアマビエの力を借り
よう｣という動きが次々とTwitterに
投稿されました。 

東近江市の世界凧 
博物館東近江大凧会館 
では妖怪｢アマビエ｣の 
歩行凧（ウォーキングカ 

イト）づくりを紹介さ 
れており、親子が自宅 
で作れると人氣があるそうです。 
https://oodakomuseum.shiga-saku.net/c58711.html 

 ｢三密｣に配慮しながら、ウィズコ
ロナ (with-corona)からワクチンの開
発･接種を見据え、アフターコロナ
(after-corona)へ、みんなでしっかりと
歩みを進めていきたいものです。 

抗菌防臭加工を施した 

    ポリジン加工製品をご紹介！ 

【特徴】 スウェーデンの Polygiene 社が開発した抗菌防臭加工

を施した製品です。リサイクル銀を有効成分として、繊維上の汗

のニオイの原因菌の成長を抑制できることが特徴です。その効

果は長期間に維持されます。世界の超有名企業が採用しており、

ポリジンをまとった家具は、世界で唯一イトーキのみです。 

『テーブ

ル』 

『椅子』 

折りたたみテーブル 

TRADICA（トラディカ） 
※チェア(ヴェントチェア)はポ

リジン加工製品ではありません。 

テーブル  hover（ホバーテーブル） 
※ソファとチェア(ノットワーク)はポリジン加工製品ではありません。 

【椅 子】 【テーブル】 

洗濯できない家具だから自然と『清潔』を保つポリジンが『安心』を守ります。

https://japan.polygiene.com/partners/ 

※ポリジン加工とは塩化銀を有効成分とする抗菌防臭加工技術です。24時間以内にバクテ
リアを 99%以上削減しバクテリアが原因とされるニオイの発生を抑制します。 

※コロナウイルスの予防や解決について保証されたものではありません。 

■不特定多数が使用するテーブル・チェア 
⇒大会議室、応接室、商談室、役員会議室、ファミレスブース、フリーアドレス、オー
プンミーティングスペース、食堂 様々な用途にお役立ちします。etc 

■上記以外にも、多数ポリジン加工製品がございます。 

２０２０年（令和２年）７月  

1 水 国民安全の日 こころの日 

2 木 一年の折り返しの日 蛸の日 

3 金 通天閣の日 ソフトクリームの日 

4 土 和服・洋服直しの日 梨の日 

5 日 江戸切子の日 農林水産省発足記念日  

6 月 サラダ記念日 公認会計士の日 

7 火 小暑（二十四節氣） 七夕の節句 

8 水 質屋の日 なはの日 中国茶の日 

9 木 ジェットコースターの日 鴎外忌 

10 金 ありがとう清掃活動の日 

11 土 世界人口デー 職業教育の日 

12 日 ローリング・ストーンズ記念日 

13 月 生命尊重の日 日本標準時制定記念日  

14 火 ペリー上陸記念日 廃藩置県の日 

15 水 大阪港開港記念日 

16 木 国土交通 Day 虹の日 駅弁記念日  

17 金 国際司法の日 理学療法の日 

18 土 ネルソン・マンデラ・デー 

19 日 女性大臣の日 サイボーグ 009 の日  

20 月 月面着陸の日 ハンバーガーの日 

21 火 自然公園の日 日本三景の日 

22 水 大暑（二十四節氣）  円周率近似値の日  

23 木 海の日（「国民の祝日に関する法律」の特例 ）  

24 金 スポーツの日 （「国民の祝日に関する法律」の特例）  

25 土 はんだ付けの日 知覚過敏の日 

26 日 幽霊の日 

27 月 政治を考える日 スイカの日 

28 火 世界肝炎デー 菜っ葉の日 

29 水 アマチュア無線の日 福神漬の日 

30 木 プロレス記念日 梅干の日 

31 金 パラグライダー記念日 
 

土、日、祝日は営業を休ませていただきます。 

 

Mirezza（ミレッザ） 
折りたたみテーブル 
HYシリーズ 

QuA（キュア） picco（ピッコ） 

【HP Pavilion15-cs3000】 

 仕様：Win10home,Corei5,SSD256 

    メモリ 8GB,15.6 型,office 無 

 ６９,５００円（税別）～ 

【HP ProBook430 】 

９７,８００円（税別）～ 

 仕様：Win10home,Corei5,SSD256 

    メモリ 8GB,13.3 型,office 無 

 

LTE モデルには 

SIMカードが別途必要です。 

【OCN モバイル ONE】 

＊3G  1,200 円/月 

＊7G  1,900 円/月 

＊10G 2,850 円/月 
 

 

 （全て税別表示となります） 

モバイルにお勧め

LTE 内蔵モデル 

ＩＴ導入補助金 2020 

サービス等生産性向上ＩＴ導入支援事業 

生産性の向上のため業務プロセスの改善と効率化（A・B類型）、および新型コロナウイ
ルスの影響を乗り越えるための ITツール（C 類型）を導入するための経費の一部を補助 
•受付期間       ： 2020 年 5月 11日（月）から７月 10日(金)  
•補助対象経費区分    ： ソフトウェア費、導入関連等 

•補助金額：  A類型   30万円～150万円未満 補助率 1/2以下 
B 類型    150万円～450万円   補助率 1/2以下 
C 類型-１  30万円～450万円   補助率 2/3以下 
C 類型-2   30万円～450万円   補助率3/4以下 

MANOSS（マノス） 

～品切れの節はご容赦下さい。その他機種もご案内可能です。～ 

http://www.kbm.co.jp/
https://zoom.us/

