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大建工業 ビオタスク1

ダイキン 冷凍ストッカー2
大きなものも丸ごとストックできる大容量の業務用冷凍ストッカーで

す。飲食店やコンビニエンスストア、更には農家などで個人用として使

用していただいており、さまざまな場所で活用できます。本体は清潔

感のあるホワイト色になっており、庫内にはカラー鋼板を使用しています。保管量に

合わせて７タイプを用意しています。その中の２つの大容量タイプの上扉は便利な

２ドア式になっています。温度調整は前面にあるダイヤルで簡単操作。－23℃で

の長時間保管でき、省エネで電気代も節約できるのでいいことづくしです。

商品
概要

食材と調味料を入れるだけで簡単に料理が完成する水なし自動調理

鍋です。機能がシンプルなので操作が簡単にできます。保温や温め

直しだけでなく、好みの設定加熱機能で火加減や混ぜ方を選ぶこと

ができます。また、内鍋ごと冷蔵庫に保存できるので移し替える必要はありませ

ん。お手入れモードが搭載されており、またパーツの取り外しが簡単なのでラクに

お手入れできます。更に、無線LANに接続することで豊富なメニューを調べられる

ので献立を検討するときの強い味方になること間違いなしです。

商品
概要

ビオタスクとはDAIKENの抗ウイルス機能に対する独自の名称で、業界の基準規定に先駆

けて確立した技術です。空気中や手から製品上に付着した特定ウイルスの数を減少させま

す。抗ウイルス加工なしと、加工有りの比較実験をしたときのウイルスが付着して24時間後

の結果は、加工なしに比べて加工有りは99%以上ウイルスが減少していました。
（※コロナウイルスの実証実験はされておりません）

商品
概要

施設の受付におすすめの

カウンタートップ。ナチュラ

ルで味わいのある集成材

仕様です。

カウンター
対応製品の紹介

廊下や階段、トイレなど

様々な場所に必要となる

手摺も選択可能です。

手摺
対応製品の紹介

蓋の部分がフラットな天板で使いやすく

なっています。鍵もついているので安全

に保管が可能です。また、ストッパー付き

キャスターがあるので大きな冷凍ストッ

カーでも難なく移動できます。

便利な機能がたくさん
おすすめポイント

家庭用は平均冷凍負荷温度が－18℃以下のもの、業務用は

貯蔵温度の上限が－20℃以下のものと規定されています。一

般にカビや細菌類は－18℃以下では活性化低くなります。この

温度を発育限界温度といい、業務用と家庭用ではたった２℃の

違いですが、業務用で食品を保管した方が家庭用よりも長持ち

するのはこの温度以下で冷凍するためです。

業務用で長持ち
おすすめポイント

シャープ ヘルシオホットクック3

食材に含まれる水分を活

用して調理するので、素材

本来のおいしさが凝縮され

ます。さらに野菜が甘く仕

上がり、抗酸化作用のある

ビタミンＣや葉酸などの栄

養素も多く残ります。

無水で美味しく
おすすめポイント

操作はたったの2ステップ。材料を入れて、ボ

タンを押したら料理ができるのを待つだけ。驚

くほど簡単です。かき混ぜや火加減を全て自

動でコントロールしてくれるので、焦げてしま

いがちなカレーやシチュー、味の染み込み加

減が難しい煮物も美味しく仕上げます。付属

の蒸しトレイで上下２段調理も可能です。2種

類のメニューを同時に調理できるので時間短

縮にもなります。

自動でおまかせ
おすすめポイント

食材の衛生面に配慮しな

がら最大15時間の予約

調理設定ができます。朝

家を出る前に食材をセット

しておけば、帰宅後すぐに

できたての夕食が食べら

れます。

予約機能
おすすめポイント

安全・耐久性を追求した

施設におすすめの「おも

いやりドアシリーズ」のハ

ンドル部分。

ドア
対応製品の紹介

湿気を調整し、匂いも軽

減する壁材「さらりあ～と 

シンプルクリーン」。

壁
対応製品の紹介
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気になる商品がありましたら、担当営業にぜひお声がけください！
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●会話は控えめに
●混んでいる時間帯は避ける
●徒歩や自転車も併用する

●多人数での会食は避ける
●風邪の症状があるなら
　参加しない

　今年は、新型コロナウィルスの影響で普段とはまったく異なる春となりました。これまで誰も経験していない
非常事態宣言も解除されたわけですが、感染者数が減少に転じてもワクチンが開発され誰もが服用することが
できるようにならない限りは、新型コロナウィルスへの脅威が続くことになります。感染に対して私たちの生活
も様変わりが求められるようになってきています。

安全衛生だより

●通販も利用
●1人または少人数で空いた時間に
●電子決済を利用
●計画をたてて素早く済ます
●サンプルなど展示品への接触は控えめに
●レジに並ぶときは、前後をあける

●公園は空いた時間、場所を選ぶ
●筋トレやヨガは自宅で動画を活用
●ジョギングは少人数で
●すれ違うときは距離をとる
●予約制を利用してゆったりと
●狭い部屋での長居は避ける
●歌や応援は距離をとるかオンラインで

●持ち帰りやデリバリーも利用する
●屋外空間で気持ちよく
●大皿は避けて、料理は個々に
●対面ではなく、横並びで座る
●おしゃべりは控えめに
●お酌や回し飲みは避ける

専門家会議「新しい生活様式」の実践例

食　事

買い物

娯楽、スポーツ等

公共交通
機関の利用

冠婚葬祭や
親族行事

趣 味
休日の過ごし方
お気に入りの仕事のおとも
当 社 の う り

野球
ランニング・筋トレ
甘いもの
もっと素敵に、もっと多彩に。人と環境の良い関係
を築きます。

：
：
：
：
：

自 己 紹 介

今回は
三協テック株式会社
仙台支店　
当社担当
木須 崇文さんが
おすすめ商品を
教えてくださいました！

  　  　　　　　　　　ゴミがたまり、掃除がしにくいといった下枠に対する不

満を解消するため、下枠をフラットレールにしたタイプをご用意しました。テラ

スタイプから窓タイプまで、幅広いサイズバリエーションを展開し、日々のお手

入れに配慮しました。

商 品 紹 介
アルミ樹脂複合サッシ　ALGEO

   　　　　　　　　　  窓台とレールがスッキリ同じ高さになっているので、

お掃除がとっても楽になり、いつもで誰でも簡単にお掃除ができます。

おすすめの使い方

おそうじ楽まど1

  　  　　　　　　　　今、その魅力が見直されている「引き戸」。ファノーバ

ＳＤは近年のトレンドを含め様々な住宅外観にフィットするように、豊富なデザ

インをラインナップしました。質感や色調にこだわったカラーやディテール。

その妥協しないデザインと引戸の使いやすさを是非、新しいお住まいに。

商 品 紹 介
FANOVA SD

   　　　　　　　　　  家族みんなに優しいユニバーサルデザイン！

・段差が小さいから、車いすでも出入りがスムーズ

・ちょうど良いハンドルの高さで、お子様やお年寄りでも開け閉めしやすい。

おすすめの使い方

スライディングドア2

  　  　　　　　　　　本物の木の風合いを再現した人工木デッキ

天然木の温もりのある風合いを再現しつつ、耐候性・耐久性に優れ、メンテナ

ンスが容易な人工木デッキです。表面を凹凸加工し、木目風の柄を施すこと

でより本物に近づけた「木目床板」もあります。

商 品 紹 介
ひとと木２

   　　　　　　　　　  「ひとと木２」にはペットライフを応援するアイデアがた

くさん。お庭でペットとの暮らしをより楽しむアイテムも豊富に用意しています。

おすすめの使い方

人工木デッキ3

アルジオ

ファノーバ
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おいでよ東北
東北にはまだまだたくさんの魅力溢れるおすすめどころがあります。

今回は大場さんと阿部さんに、おすすめスポットを丁寧に教えていただきました。

緊急事態宣言も解除されましたが、お出かけの際は各地の状況に配慮して移動しましょう。

大場  康 治 さん

かつて任国の諸社に神拝することが決められていた
国司が、巡拝の手間を省くため、国内の神社を１箇
所に集め、政を行った場所です。節分祭や七五三
祭、例大祭など時節に応じて多くの祭事が行われて
います。

100社合祀された神社で宮城県では有名な塩釜神社
に詣でる時はまず総社宮に詣でなければ、神の加護が
受けられないとされていました。１社詣でるだけで100
社詣でたと同様なのでおすすめです。１度、ご参拝いか
がでしょうか。
url:sousyanomiya.jp

大場さんのおすすめポイント

阿 部  伸 子 さん

毎年８月24～26日の３日間山形県新庄市で開催します。
1756年藩主戸沢氏が全領民に活気と希望を持たせて、
豊作を祈願するために始められたと言われています。豪華
絢爛を競う山車行列、古式ゆかしい神輿渡御行列、風雅な
萩野鹿子踊り、仁田山鹿子踊り……。平成28年にはユネスコ
無形文化遺産として登録もされました。期間中は様々な場所
で幾つものイベントが行われるため、目が離せません。勇壮
で活気あふれる祭りです。

それぞれの町内毎にくり出される山車はどれも見事で、特に夜の
照明のついた山車の行列は圧巻です。太鼓・笛・三味線そして
鉦の音が奏でるお囃子と、綱を引く子ども達の掛け声が街中に
響いて活気に満ち、とても心が踊ります。短い夏の最後に、とても
熱い思い出を作ることができます。ぜひ行ってみてください。

阿部さんのおすすめポイント

新庄まつり
山形県新庄市

陸奥総社宮
宮城県多賀城市市川字奏社１番地

むつそうしゃのみや

や た い み こ し と ぎ ょ ぎ ょ う れ つ

に た や ま し し お ど りは ぎ の し し お ど り

（令和２年は開催を中止）
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雨 の日はおうちで 過ごそう

おすすめ    紹介
梅雨の時期は家で過ごす時間も多いのではないでしょうか。

そんなときにおすすめの一冊をご紹介します。

今までビジネスにおいてはロジカル

な思考が求められてきました。しか

し、世界の有名なビジネスリーダー

たちが足繁く美術館に通うように、

ときには感性に耳を傾けることが、ビジネスを成功させ

るためにとても大切であるとこの本は教えてくれます。今

悩んでいる新規事業や組織改革、社員のマネジメントの

ヒントが転がっているかもしれません。

ニール・ヒンディ 著 長谷川 雅彬 監修

世界のビジネスリーダーが
いまアートから学んでいること　

今新型コロナウイルスが世界に蔓

延していますが、これから先もウイル

スが完全になくなることはないで

しょう。それゆえ、私たち人間はウイ

ルスと共存していく必要があります。ウイルスなどの微生

物とどのように共生していくかという問題や、日々 人間が

微生物から得ている恩恵にも目を向けるきっかけになる

一冊です。

小倉ヒラク 著

発酵文化人類学 
微生物から見た社会のカタチ

50歳、このまま静かに老いていくの

だと思われた日常に、かつての思い

をくすぐる出会い。でも、それは情熱

的な再燃とはちょっと違う、人間同

士の慈しみが二人の関係を育んでいく物語。おのれの

孤独を引き受けながらも誰かを求める大人の寂しさと優

しさに、感慨深いものを感じます。

朝倉 かすみ 著

平場の月

とある特殊な力を持った双子の兄

弟が、様々な理不尽さに対して、二

人で共有できるからこそ、悲観する

ことなく生きていく、ちょっと不思議

でちょっと切ない物語。仙台が舞台となっており、想像を

膨らませて読むことができます。伊坂幸太郎作品の醍醐

味でもある伏線回収は見事なまでに鮮やかです。

伊坂 幸太郎 著

フーガはユーガ

20年前偶然手にとった本です。パラパラと見ていましたが内容
が面白くて買ってしまいました。活性酸素が毒や病気の原因とあ
り、活性酸素から人体を守るための対策食事学について書いて
あります。とても記憶に残る本ですので、ぜひご一読下さい。

丹羽 靫負 著

活性酸素で死なないための食事学　

フォレスティ峯岸

社員からも

おすすめをご紹介

滝川 雅志さん滝川 雅志さん

本
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