
2021年 7月51ついに出ました︕リフレ車載用

社長ご挨拶

5

令和 3年 7月 1日
代表取締役　樋下　茂
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除菌サービス特集
今月特集は、

STAFF 紹介

待ち時間案内はじめました

「行ったらめっちゃ待ってた・・・」
「積込あるの知らずに来て 1時間半も待った」
「電話せんとなんか分かる方法ないの？」
といったお客様のご要望にお答えし、
待ち時間がHPで簡単にわかるサービスを
開始しました！
【ジェイ・ポート】で検索していただくと
トップページに左のような画面が出てきます
のでそちらでご確認お願いします (^^)/

　

初夏の候、貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて株式会社ジェイポートはおかげさまで今年８月２日に創立２５年を迎えることができます。
これも皆様方お客様のおかげで感謝の思いで一杯です。本当にありがとうございます。
そして目まぐるしく変わる法令の中、行政との良好な関係を保持しつつ、法令遵守で２５年なんとか乗り切ることができました。
日本の廃棄物行政の平成を振り返って見ると、まだ記憶に新しいダイオキシン問題などがありましたが、その危機を乗り越え
今に至ります。しかし、現在でも、中国輸入規制、廃プラスチック問題など対処していかなければならない課題が次々とあります。
そして昨今の海外動向等にわが国の資源循環の状況を重ね合わせてみると、課題の 1つに廃棄物か有価物を判断するルールの
明確化をできていない課題があります。平成 7年に策定された環境基本法では「3Rによる循環型社会の形成」と謳われておりますが、
廃棄物処理の所轄は「環境省」、しかしその許可は都道府県知事に委ねられ、さらにリサイクルの金属商、リユースの道具商の
許可は「警察」です。まさに環境行政は日本の縦割り社会の象徴です。縦割り行政の解決には色々な場面でも声を上げて
いかないとと思っています。
そして「令和」の時代、国際情勢に即応をするさらなる循環型社会の形成に向けて中小企業でも変革が求められていて、
弊社でも時代に取り残されないようにと SDGs を積極的に取り組み、長年廃棄物処理の会社として培った経験を活かし
環境のリーダーカンパニーを目指し、これからの５年１０年を進めてまいろうと思っている所存です。
創立 25年を迎え、従業員一同、より一層精進し、お客様にお役に立てるよう努める所存にございますので、
今後とも変わらぬご愛顧のほど賜りますようお願い申し上げます。
最後になりますが、このようなコロナ禍の状況ではありますが、皆様には健やかにお過ごしになれますようお祈りいたします。感謝。　

息子が帰省する
タイミングで、慌てて
片付けないといけない

不用品をずっと
溜め込んでいたけど、
整理してスッキリしたい！

引っ越しで忙しくて、
片付けとゴミの処分
どうしよう・・・
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　全てジェイグループにお任せください！　全てジェイグループにお任せください！

　不用品回収　不用品回収

　遺品整理　遺品整理

ハウスクリーニングハウスクリーニング

　除菌サービス　除菌サービス

　買取　買取

2021 年 5月 21 日より此花工場が
重量に基づき料金を計量させて頂く
ことになりました。

剪定剪定

名前：宮 一馬
入社：15年目
趣味  :　ゴルフ
夢  :　　娘の結婚式に出席する
一言  :　ぴんぴんころり

コロナに感染
してしまって家の
除菌してほしい

今回のまもり隊は
こちらをピックアップ

事務所の廃棄物で困っていませんか？事務所の廃棄物で困っていませんか？

　そのお悩み　そのお悩み

疑問点等ありましたら、
【クリーン・リフレ事業部　奥田】まで！

満タン使用時間　弱：5時間　
　　　　　　　　強：2時間

①88円 / ㎏ ②143 円 / ㎏

③220 円 / ㎏ ④44 円 / ㎏

石膏ボード無混載
木以外の単品

石膏ボード有混載
ミンチゴミ

発泡スチロール
ウレタン

木（単品）

その他ご質問等ございましたらお気軽にお問い合わせください。

　解体　解体

「車の中にリフレ置きたいな。」というお言葉にお答えし、車載用の加湿器が出ました！
さっそく導入してくださっている送迎用バスの運転手さんからは
「送迎バスの消毒作業を都度 手作業で行い、腰が痛かったので助かっています。また利用
者さんから冬場は換気のため窓を開けっ放しで寒いと言われていたので助かりました。」
という声を頂きました。導入後、ドライバー様の作業時間の短縮の声も頂きました。ポス
ターによりお客様満足度のＵＰ、また手のふれる場所の除菌作業として 500 ㎖ボトルス
プレーもご活用頂いております。
クリーン・リフレは、水道法の水質基準に適合しており、安全です。

車載用加湿器



今 月 の 特 集

リフレの導入ありがとうございます。
水道水と同じ水質基準ですが、ウイルス

除去効果は抜群です。

「会社のトップが罹患すると
会社全体も止まるので

それだけは避けたいのでリフレ導入しました。」

「料金表はありますか？
㎥での料金ていうのはどういう風に
計算したらいいんでしょうか。」

「計量になってめっちゃ楽になった。
車に積む時適当で行ける。」

お 客 様 の 声除菌サービスはじめました！

ありがとうございます！

「毎月送られてくるやつ社内でみました。
ドライバーさん達の顔写真
写ってると見ますね。」

「ネットで調べて初めてきました。
色々あってどれがどことか分からなかったので

一番信頼できそうなここで持ってこさせてもらいました！」
ありがとうございます。

これからも精一杯頑張っていきますので
よろしくお願いします。

お 客 様 ト ピ ッ ク お客様トピック掲載の会社さん大募集！詳しくはご連絡ください！
FAX：06-6963-5338　/　E-mail：service@j-port.co.jp 
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令和 3 年度 GW の予定 大阪鶴見廃棄物一括持込センター ：午前 8時～午後 7時
大阪此花廃棄物一括持込センター：午前 8時～午後 5時祝日は営業時間が短くなっております・・・・・・

通常
営業

縦・横・高さを
測りかけ算します。　

お問い合わせはこちらまで
プレス技術研究所
住所：大阪市鶴見区横堤 1-5-44
☎：06-6911-1191
営業時間：平日 9：00 ～ 17：00

「産業廃棄物の年間報告書は
こちらで発行しないといけないんでしょうか？ 

此花は計量による計算方法になり、
より一層明瞭会計になりました。

基本的にはお客様での確認となります。
電子マニフェストなら報告の必要はございませんので、

ぜひこの機会に電子マニフェストへ。

鶴見

此花

鶴見

此花

8/12( 木 ) 8/13( 金 )

定休日

8/8( 日 ) 8/9( 月 ) 8/11( 水 )

平常通り

定休日

午後 5時まで

※コロナ感染症拡大防止のため、営業時間変更しております。

8/10( 火 )8/7( 土 )

8/15( 日 )

平常通り定休日 平常通り
午後 5時まで

定休日

平常通り

1 最初に電解除菌水クリーン・リフレで空間を浄化し、作業を開始

電解除菌水クリーン・リフレは臭いはありませんが、それでも臭いが気になる方のために
オゾン発生気による消臭も実施しております。

除菌前の室内や空間には菌が充満し、そのままだと作業中に菌が飛び散る恐れがあります。
そのため、電解除菌水クリーン・リフレで空間を浄化し、その後作業を開始いたします。

菌と直接触れる原因になる手すりや机など、人の手が触れる箇所は重点的に除菌いたします。
また、机のヘリや裏側などの人の手が触れるが見落としがちな所も逃さず除菌いたします。

　
0120-44-5138　【担当：塩見】

クリーン・リフレを使用した安心・安全な除菌作業クリーン・リフレを使用した安心・安全な除菌作業
城東衛生の除菌作業は、長年の清掃業務で培ったノウハウを元に、安心・安全はもちろん細やかな心配りの行き届いた除菌作業を実施しております。

作業のポイント

手すりや机など手が触れる箇所を重点的に除菌

気になる点や不安なことがありましたら
お気軽にお申し付けください。

オゾン発生器による消臭

※オプション対応となり別途費用が発生いたします。

玄関扉・取手類の除菌 デスク・テーブルの除菌 トイレの除菌 湯室の除菌

オフィス機器の除菌 窓ガラス（内側）の拭き除菌 床orカーペットの除菌処理

20平米

作業時間例

サポーター登録して頂いてますと、ジェイグループに問い合わせがきた場合ご紹介させていただきます。
問い合わせが多いのは解体・剪定・引越・リフォーム・ハウスクリーニングになります。
その他、「うちはこんなこと出来る！」というものがあればぜひお電話ください。

▷約1～1時間半

開園時間

対象児童

休園日

　プレス技術研究所　プレス技術研究所

7：00 ～ 20：00

0 歳～ 2 歳

日曜日

午後 5時まで

定休日

8/14( 土 ) 8/16( 月 )
午後 5時まで

定休日

1956年創業。プレス周辺装置メーカーの製造業です。
今年12月に内閣府所管企業主導型保育園をオープンすることになりました！
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3 施工完了後に、除菌完了証明書を発行いたします。

使用薬品クリーン・リフレの特徴
　強い除菌効果　強い除菌効果 高い安全性高い安全性 多様な用途多様な用途
薬剤不使用なのにアルコール並み
の除菌力！
菌やウイルス対策に最適です。
大学との共同研究でその効果が
証明されています。

厚生労働省指定の次亜塩素酸水。水と
塩からつくられていて、人の健康を損な
う恐れのない”食品添加物（洗浄用）”で
す。（耐性菌をつくりません。）

三室型で製造しており、弱酸性で、塩
分も含まれておりません。金属製でも
サビず、直接手や食器、お子様の用
品など気になるところにもかけてお
使いいただけます。

sample

解体 剪定 リフォーム引越 ハウス
クリーニングサポーター登録会社さん募集サポーター登録会社さん募集
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横堤駅 2 番出口から
徒歩 7 分

園児
募集中
園児
募集中
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