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特　集

除菌・抗菌クリーニングメンテナンスサービス

各種ロボット 
最新機器導入

豊富な除菌・抗菌
サービスメニュー

効果の見える化

メーカーと連携、
メンテナンス業務のプロ目線から、
最適な運用体制を構築
●菌量削減ソリューション 
　ソフトバンクロボティクス社のWhizを導入

多様なニーズに対応する
サービスメニューを組み合わせてご提案
●抗菌施工「デルフィーノ」
　（コニカミノルタ社と連携）
●定期施工「ドライピッカーM」
　（リンレイ社と連携）

さまざまな機器やツールを用いて、
導入効果や業務品質を見える化
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ます。菌量削減ソリューションは、
“ロボット+人の協業”による包
括的な施設清潔度向上の実現なの
です」と、説明します。

グローブシップではWhizでの
日常清掃に加え、他にも定期清掃
の際に活用できる除菌・抗菌サー
ビスをご用意しています。

例えば、室内で人の手が触れる

所を全て抗菌コーティングする
「抗菌施工サービス」では、3種の
触媒を組み合わせた独自のコーテ
ィング剤「デルフィーノ」（コニカ
ミノルタジャパン社）を使用。噴
霧によってミクロン粒子がオフィ
ス全体に行き渡り、手洗いなどの
感染対策だけでは予防が難しい接
触感染のリスクを低減します。

「ドライピッカー M」は、細菌
等の繁殖を抑制する効果もあるカ
ーペット美観向上剤です。噴霧す
るとカーペットのパイルが起毛す
るため、バキューム作業時の土砂
の回収率が飛躍的に向上します。
ドライピッカー施工とWhizによ
る日常清掃と併用することで、一
層の美観維持・清潔度向上効果が

Afterコロナを見据えた 
新たなFM業務を目標に　

これまで、人の労働力に頼る割
合が高かったファシリティマネジ
メント業務では、人手不足やスタ
ッフの高齢化等により、人材確保
や作業の効率化が課題となってい
ます。さらに新型コロナウイルス
の感染拡大により、社会的ニーズ
は大きく変化し、FM業務は大き
な転換期を迎えています。

こうした現状をふまえ、グロー
ブ シ ッ プ で はWithコ ロ ナ、
Afterコロナに向けた安心・安全

なワークプレイスの構築を目指し、
感染防止や衛生面を特に重視した
サービスメニューの拡充に取り組
んでいます。その中心となるのが、
最新ロボットによる床面・空間の
清掃と立面や机などの除菌・抗菌
サービスメニューを組み合わせた
パッケージ「菌量削減ソリューシ
ョン」です。

ロボット+人の協業で 
施設清潔度を向上
「菌量削減ソリューション」で

は、オフィスの床面や空間はソフ
トバンクロボティクス株式会社が
開発した自律走行するAI清掃ロ
ボット「Whiz（ウィズ）」「Whiz i

（ウィズアイ）」を使用します。
Whizでの清掃は、まず手動運

転によってルートを学習させ（テ
ィーチング）、ホームロケーショ
ンコード（清掃ルートの開始・終
了場所を認識させるコード）を設
定します。2回目以降は、Whiz
が自律走行し、学習したルートを

自動で清掃します。予期せぬ障害
物や人は検知して回避・停止し、
幅が狭い場所や通路などでも壁際
の走行が可能です。

Whizを使う最大のメリットは、
床に落ちたチリや花粉、カビ、細
菌などの目に見えない汚れまで吸
い上げる高い吸塵力と、換気口に
装備された高性能のHEPAフィ
ルタにより空気中の浮遊菌を除去
できること。さらに、人の清掃時
には必ず発生する埃の舞い上がり
も、Whizでの清掃なら大幅に軽
減できます。

Whizの作業時間中には、並行
して人的作業で机や壁など多くの
人が直接触れる接触面を、除菌・
清拭します。

ロボットFM開発部長の渡辺健
一郎はロボットの技術と人的業務
にはそれぞれの長所があるとして、

「ロボットは人の目では見落とし
てしまうような隠れダストをもれ
なく清掃し、立面などのロボット
の清掃では難しい部分を人が行い

ソフトバンクロボティクスの業務用除菌清掃ロボット

グローブシップでは、これまでの清掃や設備管理・警備というサービスの枠にとどまら
ず、Withコロナ、Afterコロナに向けた安心・安全なワークプレイスの構築を目指し、
感染防止や衛生・消毒を重視した「除菌・抗菌クリーニングメンテナンスサービス」の
提供に取り組んでいます。そこで、今回の特集ではソフトバンクロボティクスの除菌清
掃ロボット「Whiz」の先行導入事例を交え、サービスを具体的にご紹介いたします。

ロボットFM開発部長　渡辺健一郎

除菌・抗菌サービスメニューから
広がる“ロボット+人の協業” 

コロナ禍における新しい清掃の形

「Whiz i」は、床清掃を目的とする自律走行が可
能な乾式バキュームクリーナーの除菌清掃ロボ
ットです。清掃業界では、採用難や高年齢化によ
り、厳しい人材不足という課題に直面しています。
自動運転技術を活用し、Whizが自律的に清掃
を行うことで、人とロボットが協働し、社会的課
題を解決していきます。

※「Whiz」「AI清掃」はソフトバンクロボティクスの商標です。
※「隠れダスト」とはチリや花粉、カビ、細菌など、床に存在し、空気中に舞い上がりやすいが、 

肉眼では見えにくいため、人の手では取り残してしまうゴミの総称。ソフトバンクロボティクス株式会社が 
環境アレルゲンinfo and care株式会社との共同調査を元に独自に定義したものです。

Whiz i 
本体サイズ  約470×480×661㎜
重量  約34Kg（バッテリーを

含む）
清掃能力 約500㎡／時間
連続稼働時間  約3.6時間（ノーマルモ

ード）
充電時間 約5時間
ダストバッグ容量 6.3L

Whiz Whiz i
©SoftBank Robotics
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Product & Service

新型コロナウイルスの影響により、新たな感染症
対策に期待が高まっています。そんな中、グローブ
シップでは接触面の感染症対策だけでなく、空間感
染対策について着目。光触媒の技術を利用して除菌・
脱臭ができる機器「ターンド・ケイ」（カルテック株
式会社製）の取り扱いを今年1月から開始、お問い
合わせが増えています。

■独自の光触媒技術でウイルスや菌を化学分解
一般的な空気清浄機は、空気中のウイルスや浮遊

菌をフィルターに吸着させて除去するため、吸着物
が蓄積していきます。そのため付着した吸着物が飽
和状態になれば、室内にウイルスを放出することも
あり、二次感染のリスクも考えられます。

一方「ターンド・ケイ」には、独自の光触媒技術
が採用されています。吸引した空気が光触媒フィル
ターを通過することで、空気中の浮遊菌やカビ、ウ
イルス、悪臭成分などの有機物を酸化分解して、き
れいな空気を出すため二次感染につながる可能性が
低いのです。

光触媒とは、光のエネルギーを使って、化学反応
の速度を変化させる物質のこと。浮遊菌などの有害
物質を分解する技術は他にもありますが、光触媒は、
有毒物質であるオゾンや塩素を発生させない安心・
安全な技術です。

■新型コロナウイルスの感染力抑止効果も確認
「ターンド・ケイ」は、反応効率が高い触媒を使

用し、さらに独自開発されたサイドフロー構造によ
って光触媒の反応能力を最大限に高めています。

この光触媒技術が新型コロナウイルスを除去でき
るかについて、理化学研究所の協力のもと、カルテ
ック社が日本大学医学部と共同で検証。試験用空間
に新型コロナウイルスを充満させ、機器を稼働させ
たところ、約20分間で99.8%以上のウイルス不活
性化※を確認し感染力の抑制効果が証明されました。

■容易なメンテナンスでランニングコスト削減
「ターンド・ケイ」のメンテナンスは数カ月に一度、

光触媒フィルターを水につけ置き洗いするだけと非
常に簡単。また光源にはLEDを使用しているため
小型化・長寿命化が図られ、ランニングコストの削
減も期待できます。

Withコロナの時代に対応し、安心できる空間を
つくる「ターンド・ケイ」。製品についてのお問い
合わせは、ロボットＦＭ開発部までお気軽にお問合
せください。

期待できます。

さまざまな用途の施設で 
稼働する除菌清掃ロボット「Whiz」 

現在、当社がお預かりする清掃
業務の現場では計約100台の
Whiz、Whiz iが稼働しています。

  導入事例  
機器自体を見直すサポート体制

［導入先］ 
●大型公共施設

1日1,700㎡を2台のWhizで
清掃しています。導入当初はカー
ペット部分清掃中に静電気による
エラーが多発しましたが、徹底し
た調査や検証の結果、静電気対策
を施した機器へと交換。改めて清
掃ルートを見直すことで、エラー
解消を実現しました。
「Whizの使用については、ス

タッフも現場での安全管理を徹底
しています。また不具合があった
時は即検証し、機器自体を見直す

というメーカー側のサポート体制
も万全です」（ロボットFM開発部
長 渡辺）

深夜帯稼働にシフトし 
Whizを有効活用 

［導入先］ 
●都内大規模複合オフィスビル

日中から深夜帯（22時～ 6時）
への清掃時間の変更にともない、
Whiz2台を積極活用する運用へ
と転換。当初、一部フロアのみだ
った使用エリアを5フロアに拡大
し、専用部の清掃も実施していま
す。その結果、Whiz 稼働時間は
7月で約4倍（同年3月と比較）と
なり、業務時間が長い深夜帯でも
Whizが有効活用できることが実
証されました。

複数台導入で
追加業務のバッファーを創出

［導入先］ 
●都内大規模複合オフィスビル

従来、週に3 ～ 4回スイーパ
ー（手動清掃機）で行っていたフ
ロア通路の清掃を、Whizを3台
導入し原則週1回へと変更。床清
掃の大半をWhizにまかせて、追
加業務となる除菌対応時間を捻出
することができました。また機器
の保管場所を、お客様のご理解と
ご協力のもと、地下4階の資機材
倉庫から使用する各フロア設置に
変更し、運搬時間によるロスを削
減しています。

環境の衛生力が問われる時代 
サービス向上を目指して
「一般家庭で使う掃除ロボット

が普及したことなどから、最近で
は多くのお客様から『ロボットで
の清掃を提案してほしい』という
声をいただきます。Afterコロナ
に向けた感染対策の強化はもちろ
ん、人手不足や人件費の高騰等の
課題を解決するためにも、ロボッ
トの導入は不可避だと考えます」

（ロボットFM開発部長 渡辺）。　
2021年4月からは、大手金融

機関の3支店（札幌、仙台、広島）
の清掃にWhiz iを導入する予定
で、エンドユーザーによるロボッ
ト清掃の認知とイメージ向上にも
つなげていく方針です。

当社は今後、導入効果や業務品
質の見える化に並行して取り組み、
さらなる“ロボット+人の協業”
の最適化を推進します。

詳しくは、ロボットFM開発部
（TEL.03-6362-9795）までお
問合せください。

吸着フィルター不要の除菌・脱臭機で 
店舗やオフィスのウイルス対策を

光触媒の空間除菌脱臭機
ターンド・ケイ

KL-W01 ／適用空間：約８畳（14.6㎡） 
外形寸法：W441×H436×D83mm 
質量：約3.0kg　電源：AC100V

KL-W02 ／適用空間：約24畳（43.8㎡） 
外形寸法：W441×H460×D86mm 
質量：約3.4kg　電源：AC100V

・大空間用（約60畳）のシリーズも現在開発中です。

KL-W02
（約24畳）タイプ

首かけタイプのパー
ソナル光触媒除菌脱
臭機（マイエアー KL-
P01・ホワイト、ブラ
ック、オレンジの3色）

食パンによる真菌（カビ菌）試験（3週間測定）

（A）光触媒除菌・脱臭機なし （B）光触媒除菌・脱臭機あり

光触媒除菌・脱臭機のない空間（A）とある空間（B）でのカビの発生
について比較してみると、3週間後（B）には、カビが発生しなかった。

※微生物などの病原体を熱、紫外線、薬剤などで死滅させる（感染性
を失わせる）ことをいいます（内閣府／食品安全委員会）。

お問い合わせ先　
ロボットFM開発部　TEL.03-6362-9795まで

Whizなら、清掃ルートを設定して、ワンボタンで自律清掃が可能です。また、清掃ムラがなく全面均一に
清掃が実現。複数ルートの記憶も可能なため、時間を効率的に使えます。
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管理や保守の体制は多岐にわたり
ます。

同館では東日本大震災の影響を
受け、2015年１月より来場者や
海岸利用者、地域住民の命を守る
ため、海抜15mに位置する最屋
上階に津波一時避難所を設置。地
域の一時避難場所としても機能す
るようになっています。

また、世界全体の持続可能な開
発目標（SDGs）の14番目の目標

「海の豊かさを守ろう」の項目に
も積極的に取り組んでいます。体
験学習プログラムや海岸生物の生
態調査といった生物学の視点で考
える「エコロジー」と、ごみの削
減や地域と協働した美化活動など
を行う「エコアクション」という
２つの側面から、「えのすいeco」
として活動。他人に教わる「教育」
ではなく、自ら学ぶ「育成」こそが、
水族館の担う役割と考え、エンタ
ーテイメントを通じて、地球環境
保護を推進しています。

新江ノ島水族館企画開発部ゼネ
ラルマネージャーの飯塚一朗様は

「地球にとって何が大切なことな
のか。新江ノ島水族館が考えるき
っかけとなればよいと思います」
と語ります。

信頼が水族館の未来を築く

新型コロナウイルス感染症の影
響により、来場者数は一時期、通
常時の半分まで落ち込みました。
３カ月間の閉館を余儀なくされ、
飯塚様は水族館が存続し続ける意
義についてあらためて考えさせら

れたといいます。きっかけ
はお客様から届いたたくさ
んの手紙や寄付。手紙には
温かな応援や励ましなど、
お客様の想いが綴られてい
ました。
「そうした想いや、コロ

ナ禍でも足を運んでくれる
お客様の笑顔を見て、水族
館はお客様にとってなくて
はならない場所なのだとの思いを
強くし、地域の人たちが支えてく
れるこの場所に、旗を持って立ち
続けなければいけないと感じまし
た」（飯塚様）

取水、ろ過循環、熱源、排水、
電気系統、空調など、同館には無
数の設備が備えられています。運
営の継続には、専門知識と適切な
管理が欠かせません。

グローブシップ新江ノ島水族館
出張所所長の小出一城は「あらゆ
るリスクを想定したうえで、どん
な挑戦ができるのかを関係者とコ
ミュニケーションを取りながら提
案しています」と説明。同出張所
はリニューアルオープンした20 

04年から管理に携わり、同館か
ら全幅の信頼を寄せられています。
「東日本大震災の折も、今でい

う大津波警報が出されるなか、危
険を顧みずに地下の設備の点検に
駆けつけてくれました。建物に関
して命を張ってくれている設備員
の皆さんは、水族館の維持に欠か
せません」と飯塚様。信頼に裏付
けられた強力なお客様とグローブ
シップ㈱のパートナーシップが、
水族館の運営を支えています。

水族館としての使命

右手に富士山、左手に江の島を
臨む相模湾沿いに位置する新江ノ
島水族館。同館は神奈川県のPFI
事業※として、株式会社新江ノ島
水族館が特別目的会社となり運営
されている水族館です。1954年、
日本初の近代的水族館として、前
身となる江の島水族館が開業。
2004年の大改装を経て、現在の
姿となりました。海沿いの立地を
生かし、取水を直接海から行って
いるのが大きな特徴です。

同館は展示・ショー・店舗販売
の３つの施設からなり、メインの
展示施設には、相模湾の自然を再
現した水深６. ５ｍ、容量1000t

にも及ぶ巨大な相模湾大水槽が設
置されています。地上２階、地下
１階建ての施設には、この水槽を
さまざまな角度から眺められるよ
うに動線が敷かれており、来場者
は浅瀬や岩場、海底と視点を変え
ながら鑑賞できます。水槽内では、
約8000匹のマイワシの大群を
はじめ、２万匹以上の生物が飼育
されています。

館内には多数の水槽が設置され、
深海の環境を再現した世界唯一の

「化学合成生態系水槽」や、球型
水槽の「クラゲプラネット」のほ
か、日本初のJAMSTECの本格
的な有人潜水調査船「しんかい
2000」の実機も展示。展示ゾー
ンや水槽ごとに設備が異なるため、
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近代水族館の草分け的存在であり、神奈川県を代表する水族館の「新江ノ
島水族館」。その役割と運営について、新江ノ島水族館企画開発部ゼネラ
ルマネージャーの飯塚一朗様に話をおうかがいし、グローブシップ新江ノ
島水族館出張所所長の小出一城が業務についてご説明します。

Vol.3

新江ノ島水族館で生まれ育ったフウセンウオ

Building Profile

新江ノ島水族館
■ 所在地：神奈川県藤沢市片瀬海岸 

2-19-1
■ 建築面積：6,645.71㎡ 

地上2階・地下1階 
延床面積：12,804㎡

■ 主要用途：新江ノ島水族館、なぎさの
体験学習館、イルカショースタジアム

出張所概要

新江ノ島水族館出張所

■ 受託内容：総合管理
■ サービス体制： 設備業務9名
 警備業務8名
 清掃業務22名

球体型の水槽が目を引くクラゲプラネット

株式会社新江ノ島水族館企画開発部ゼネラルマネー
ジャー 飯塚一朗様（左）と、新江ノ島水族館出張所
所長 小出一城（右）
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太陽光発電所に対して、専門的
なO＆M（オペレーション＆メン
テナンス）サービスを行うTAG 
O＆Mサービス株式会社。主な業
務内容は、太陽光発電設備の運転
監視・保守点検業務、発電所全体
の環境整備・緊急対応です。同社
では、産業用の太陽光発電事業者
の中でも大きな規模のメガソーラ
ーを対象に、現在7つの受託案件
を担っています。

6期目となった2020年度には、
愛知県をはじめ栃木県、宮城県、
福島県など次々と業務開始のラッ
シュを迎えました。

これらの受注案件の現地部隊は、
ＧＳ各支店とグループ会社です。
事業本部長の二山賢は、メガソー
ラー市場には発電規模が30 ～
40ＭＷの発電規模を展開する発
電事業者が多いことを挙げ、「最
初にご契約いただいたパシフィコ
エナジー古川メガソーラー発電所
がこれに準ずる規模でした。ここ
で実務の理解を深めた経験が、さ
らなる受託先を見出す際の基準と

なった」と語ります。また「古川
メガソーラー発電所はＧＳ仙台支
店が担当していますが、同支店の
保守管理や緊急時の対応実績が他
事業者様のご安心材料にもなった
のではないか」と推察しています

（事業本部長 二山）。
一般的に太陽光発電所のO&M

業務は、契約してから実際に稼働
するまでの準備期間が長く、2年
ほどかかることもあります。代表
取締役社長の東条正明は、「こう
して案件を順調にご契約いただけ
る背景には、稼働してからだけで
なく準備段階からも含め、建設会

社や地元の方などステークホルダ
ーに対してのトータルサポート業
務をご評価いただいていると思っ
ております」と、手応えを感じて
います。

太陽光発電の発電量は、気候に
大きく左右され、事業者の売電収
入に直結します。できる限り効率
よく発電できる環境を維持するこ
とは、同社の役割です。自然災害
など予期せぬトラブルの際の復旧
作業などは現地と本社の担当が連
携を図り、高い機動力をもって現
地に入り込み対応しています。「確
かにＧＳグループ全体のシナジー

にもつながっていますが、ＧＳの
支店・グループ会社等、発電所に
近い拠点から管理をサポートする
体制が事業者様からの信頼につな
がっていると思います」（代表取締
役社長 東条）と、自社の強みを語

ります。
同社では、着実に実績を培うな

かで、TAGとしての「標準管理オ
ペレーション」の策定も進めてい
ます。

さらに新潟県・千葉県など新た

に2件のメガソーラー O＆M契
約締結が加わり、2021・22年
度と続いて業務開始を控えている
TAG O＆Mサービス。今後もメ
ガソーラー事業者の売電事業に貢
献してまいります。

管理実績と信頼を積み上げ
自社の標準管理オペレーションを

TAG O&Mサービス株式会社
業務受託メガソーラー発電所 2021年2月末日現在

TAG O＆Mサービス株式会社は、太陽光発電所の維持管理サービスを安定的
に提供する会社です。2016年2月、グローブシップ株式会社と株式会社アトッ
クス、テックプロジェクトサービス株式会社の3社の共同出資によって設立され、
今期で6期目を迎える同社の現況と今後の展望についてご紹介します。

TAG O＆Mサービス株式会社
事業本部長兼営業部長 二山賢

TAG O＆Mサービス株式会社
代表取締役社長 東条正明

パシフィコ・エナジー 
いわきメガソーラー発電所

発電規模 25.00 メガワット（連系容量）
敷地面積 約49万1,000㎡
商業運転日 2020年4月13日
電力カバー世帯数 １万1,000世帯

（Ｏ＆Ｍ業務／茨城ＧＳ）

福島県
いわき市

パシフィコ・エナジー 
豊田メガソーラー発電所

発電規模 41.25メガワット（連系容量）
敷地面積 約49万㎡
商業運転日 2019年12月
電力カバー世帯数 １万8,000世帯

（Ｏ＆Ｍ業務／ＧＳ名古屋支店）

愛知県
豊田市

日光ソーラーパーク千本木

発電規模 20.00メガワット（連系容量）
敷地面積 約94万1,177㎡
商業運転日 2020年3月
電力カバー世帯数 9,000世帯

（Ｏ＆Ｍ業務／ＧＳ宇都宮支店）

栃木県
日光市

仙台大倉太陽光発電
事業所

発電規模 31.75メガワット（連系容量）　
敷地面積 約70万㎡　
商業運転日 2019年11月
電力カバー世帯数 1万2,600世帯

（Ｏ＆Ｍ業務／ＧＳ仙台支店）

宮城県
仙台市

勝浦植野メガソーラー
発電所

発電規模 24.42メガワット（連系容量）
敷地面積 約50万㎡
商業運転日 2019年12月
電力カバー世帯数 1万500世帯

（Ｏ＆Ｍ業務／千葉ＧＳ）

千葉県
勝浦市

パシフィコ・エナジー 
古川メガソーラー発電所

発電規模 40.3メガワット（連系容量）
敷地面積 約53万㎡
商業運転日 2016年12月
電力カバー世帯数 1万6,000世帯

（Ｏ＆Ｍ業務／ＧＳ仙台支店）

宮城県
大崎市

千葉君津発電所

発電規模 33.5メガワット（連系容量）
敷地面積 約47万㎡
商業運転日 2019年4月
電力カバー世帯数 １万4,500世帯

（Ｏ＆Ｍ業務／千葉ＧＳ）

千葉県
君津市

●古川MS

●いわきMS

●日光千本木MS

●千葉君津MS
●勝浦植野MS●豊田MS

●仙台大倉MS
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矢口社長が大学生に向けて講義
亜細亜大学経営学部「トップマネジメント特別講義」

11月５日に、亜細亜大学経営学部の「トップマ
ネジメント特別講義」に社長の矢口がオンラインで
登壇しました。この講義は、企業の第一線で働く
経営者から、学生が生きた経営学を学ぶことを目
的としたもの。内容は、当社の基本的な仕事の紹
介や企業の理念や価値基準を説明。さらに、学生
の関心が高い社員研修制度や人材のダイバーシテ

ィ化に対する取り組み、女性活躍の推進について
も、どのように行っているか具体例とともに解説
し、グローブシップへの理解を深めていただきま
した。同様に、「社会や人の役に立つ人間になりた
い」という気持ちの必要性や、チャンスを手にする
ために、日々の努力を怠らないことの重要性を語
りかけ、講義は終了となりました。

グローブシップ㈱名古屋支店は、
1966年に開設した㈱ビル代行名
古屋営業所と、1993年に名古屋
で営業開始した日本ビルサービス
㈱の関連会社（後に同社名古屋支
店）が2015年に統合して誕生し
ました。翌年には現在の所在地に
拠点を構え、今では379名の従業
員により348の管理物件をお預か
りしています。管轄エリアは東海
３県と一部静岡県、北陸3県で北
陸エリアはグループ会社の石川Ｇ
Ｓ（石川県）と連携し、当社の業界
最高水準の品質を提供しています。

コロナ禍では、稼働を見合わせ
たホテルや工場等の清掃案件が大
幅に減少、大きな打撃となりまし
た。その一方、「テナントさんや
来館者が安全・安心にご利用いた
だける環境を提供してほしい、と
いうお声をお客様から多くいただ
くなど、衛生面を強化した新たな
ご要望も発生しています」と長内
憲一支店長は手応えを語ります。

同支店では、職場環境の活性化
を多様な人材が担っています。例
えばベテランの高齢者だけだった
現場に、若手の外国人技能実習生

や障がい者をチームにして配置す
ると、業務遂行のために声をかけ
合う回数が増加しました。その相
乗効果で現場がメキメキ明るくな
り、サービス品質の向上にもつな
がっています。

今後も支店内だけでなくパート
ナー会社との連携を強化し、さら
なるお役立ちに努めてまいります。

名古屋支店
全国に広がるグローブシップグループのネットワークをご紹介いたします。

品質を高め安全意識の向上を図る
2020年度グローブシップ品質向上・安全衛生大会

11月19日に「2020年度グローブシップ品質向上・
安全衛生大会」を開催しました。当日は、本社役員
や部・課長、グループ会社代表など約110名が参加
しました（オンラインでの参加を含む）。社長の矢口は
「労働災害の発生数は昨年より減少しているが、決し
て少ないとは言えない。そのため、この大会を機に
安全衛生活動を強化していきたい」と語り、より一層
の努力を促しました。大会では、安全品質推進部より
「マナーの重要性と今後の取組」について説明。挨拶

や電話応対はお客様の印象に残りやすいため、意識
的な対応を心がけて基本マナーの向上を目指してほ
しいとの話がありました。さらに「労働安全衛生標語」
の表彰式が行われ、840点の作品の中から最優秀賞
３作品、優秀賞２作品、佳作５作品が表彰されました。

専門家を招いたオンライン研修
「アサーティブ・コミュニケーション研修」を実施

２月24日、港区立男女平等参画センター（リーブ
ラ）の協力を得て、NPO法人アサーティブジャパン
専属・竹崎かずみ先生を講師にお招きし、職場内の
コミュニケーションを改善し、ハラスメント事案の
発生を未然に防ぐために、「アサーティブ・コミュニ

ケーション※～自他尊重のためのコ
ミュニケーションを学ぶ～」と銘打
った研修を実施しました。
コロナ禍による緊急事態宣言の発
動もあって、関連会社を含めて全参
加者（43名）はZOOM対応により

オンライン形式
で参加しました。
職場内のコミ
ュニケーション
において、「本
当に必要なこと、伝えたいと思っていることを、適
切な言葉で伝えるスキルや考え方」を学ぶと共に、
竹崎先生が、ブレイクアウトセッション機能やチャ
ット機能を駆使したオンライン研修形式による学び
方を知る良い機会にもなりました。
研修参加者は、それぞれの部署に戻り、勉強会を
行って、今回の研修内容の周知を図っていきます。

※アサーティブとは、自分の気持ちや意見を、相手の気持ちも
尊重しながら、誠実に、率直に、そして対等に表現すること

編集後記―弊社ではアフターコロナを見据え、新たな働き方に挑戦しようと様 な々取り組みを始めています。デジタル化、IT化、インフラ整備といった観点からこれまでの業務
を見直し、事務手続きの一部をWeb化し合理化すると共に、社員の生産性を上げていきます。社員教育においてもWeb研修やe-ラーニングなどを行っていきます。また多様な
人材が様 な々働き方を選択できるように、テレワークはもちろんのこと、フリーアドレス導入など「働き方」と「働く環境」の整備と意識改革を同時に進めています。このような取り組
みにより「働き方改革」を成功させ、社員の満足度とモチベーションアップ、そして企業全体の生産性の向上を図ります。お客様に対しては「ロボットと人」の協業のご提案や「安全」

「清潔」の見える化などのサービスを進めて参ります。 （管理本部長　佐藤武男）

多
様
な
人
材
が
現
場
を
活
性
化

相
乗
効
果
で
サ
ー
ビ
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品
質
を
高
め
る

名古屋支店　
支店長　長内憲一
グローブシップとして受託する以上、お客
様からのご期待にお応えしたい。そのた
めには社員一人一人がお客様に対して
何ができるのか、常に心がけ考え続けて
まいります。

支店情報

グローブシップ株式会社　名古屋支店

■ 所在地：愛知県名古屋市中村区名駅
3-28-12　大名古屋ビルヂング

■ 管理物件：348件
■ 従業員：379名（パート含む）

竹崎かずみ先生

■名古屋支店　工事課　

　田中久晴
入社6年目。大型工事案

件も取り仕切るまでに成

長しています。今後の活躍

に期待してください。

■金山総合ビル　
　清掃主任　今井裕月
入社3年目ですが、持ち前

の明るさで周りのやる気

を引き出し品質アップに

大きく貢献しています。

うちの自慢の若手です
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◆茶は養生の仙薬
日本人はお茶が大好きだ。そこで「日常茶飯事」とい

う言葉が生まれた。「ありふれた平凡なこと」というよう
な意味で使われている。そのくらい、お茶が好きなのが
日本人。初夏になると、新茶が出回る。とろりとしていて、
ちょっと渋くて、甘みがあり、のどをすーと流れ落ちる爽
快さ。新茶のかすかな青くさ
さの中に、夏の気配がかくれ
ている。
お茶を日本に伝えた人物
の中で、もっとも有名なのは
『喫茶養生記』を記した栄西
（1141-1215）。鎌倉時代
初期の禅僧で、中国で学び
帰国するときに、茶だねを持
ち帰り、日本の大地に植えた。
この種が日本茶のルーツと
みられ、栄西を「茶祖」と呼
ぶのも、ここから来ている。
栄西は、前出書の中で「茶

は養生の仙薬なり。延命の
妙術なり。山谷これを生ずれ
ば、その地は神霊なり。人が
これを探れば、その人は長
命なり」といって、茶の効用を礼賛している。
栄西のもたらしたのは「抹茶の法」で、臼で挽いた茶
葉の粉にお湯を注ぎ、茶せんでかきまわして飲用すると
いうものだった。食物繊維を含めて、茶葉の薬効なども
丸ごと取り込めるという健康効果の高い飲み方である。
茶は、江戸時代になると、庶民の間で現在と同じよう

に、茶葉にお湯を注いで飲用するという飲み方となって
急速に普及した。

◆インフルエンザを防ぐカテキン
緑茶には多くの優れた効果があり、ふだんの健康管
理にも役立ち、長寿作用も高い。
緑茶効果の主成分がカテキン。渋みの成分で、強い
抗酸化作用を持ち、老化や病気の原因となる体細胞の
酸化（サビること）を予防する。

カテキンの効果の中で
も、免疫力の向上や感染
症の抑制効果が、多くの
研究によって確かめられ
ている。カテキンは茶葉
に豊富に含まれており、
お茶をよく飲んだり、うが
いに用いたりすることによ
って、インフルエンザの罹
患率も低くなるという。緑
茶の飲用を習慣づけれ
ば、さまざまなウイルスか
らの感染を防いで、丈夫
な健康体になれるという
ことである。
緑茶には、甘み成分の

テアニンも多く、リラック
スとダイエット効果も期待

できる。覚醒作用や作業の能率を上げるカフェインもた
っぷりだ。
お茶の効果もあり、栄西は75歳で他界。当時としては
長命であった。

永山久夫 食文化史研究家　1932年生まれ。古代から明治時
代までの食事復元研究の第一人者。長寿食や健脳食の研究者
でもあり、長寿村の食生活を長年にわたり調査している。『「和
の食」全史』ほか著書多数。

永山久夫 食文化史研究家  

其の十一

茶祖・栄西、長命の秘訣

「人生100年」時代、アクティブ・ハンドレッドを目指そう！
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