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ＦＸライトブレードラーグ
極薄ヘッドと極細繊維で、狭い隙間から広範囲まで
軽い力で楽に拭き上げられる
写真は「1.G グリーン」

から拭き用ラーグ（Ｄ）

製品規格
45cm（W600 × D225mm、115g）
60cm（W750 × D225mm、145g）
90cm（W1,070 × D225mm、215g）
水拭き用ラーグ（Ｗ）

【問い合わせ】

使用
ツール

株式会社テラモト
TEL:06-6541-3333（本社）
047-358-1151（東京本社）

URL:https://www.teramoto.co.jp

ヘッドとラーグは
面ファスナー に
よって着 脱が 可
能。両端くぼみ形
状と併せて、着脱
の手間がかから
ないようになって
いる

製品規格
ラーグが外しやすいよ
うに、ヘッドの両端が
くぼみ形状となってお
り、立ったまま外すこと
ができる

45cm（W510 × D130mm、80g）
60cm（W660 × D130mm、100g）
90cm（W980 × D130mm、150g）

２種類の繊維（ソフト＆ハード）で、洗剤を
使わずともほこりや皮脂などの汚れを軽い力
ですっきり清掃できる

軽い拭き心地で、日常のから拭き・水拭きを効率化！

５

色展開のアルミ伸縮柄は、
軽いだけでなく、
取り回しがしやすいようにしっ

かり握れるソフトグリップ付き。伸縮ジョイントは固定強度が強く、作業

中に力を入れても縮むことがない。また、
「FX ライトブレードホルダー（ミニ
ジョイント付）
」と組み合わせることで、極薄ヘッドと 180°
前後左右に倒すこと

ができるハンドルの特性を活かし、什器下などの狭い隙間にもアタックできる。
製品情報
【FX ハンドル アルミ伸縮柄】全長◉約 1,110 ～ 1,800mm 規格色◉５色（1.G グリー
ン／ 2.R レッド／ 3.BL ブルー／ 5. Ｙイエロー／ 8.W ホワイト） 重量◉約 550g
【FX ラ イ ト ブ レ ー ド ホ ル ダ ー（ ミ ニ ジ ョ イ ン ト 付 ）】 規 格 ◉ 45（W450 × D89 ×
H145mm、35g）／ 60（W600 × D89 × H145mm、45g）／ 90（W900 × D89 ×
H145mm、52g）

お詫び

本誌６月号（No.372）の同企画内にて、商品名に誤りがありました。深くお詫び申し上げますとともに、以下の通り訂正させていただきます。
誤）FXマイクロ除菌クロス ⇒ 正）FXマイクロ抗菌クロス
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ビルメンにかける想い

影の
表紙撮
ら
現 場か

日和サービス㈱ 環境事業本部
エコサービス第二部 ビルサービス課 日立クリーンサービス係

鈴木 淳一さん

清掃がカッコイイ仕事になるよう、
業界のイメージを変えていきたい
Profile

1986年生まれ、日立市出身。高校卒業後に同社へ入社、ビルメン歴は14年。2017年には、
関東甲信越地区代表として「第15回全国ビルクリーニング技能競技会」にも出場した。

トを経験し、いまから９年前に、知

れを一人でこなしているので、常に

人の紹介でこの仕事に就きました。

時間に追われています。

誘われたことがきっかけでした。卒

清掃は自分の性格と合っていると思

──やりがいを感じる瞬間は？

業しても仕事がないかもしれない、

います。黙々とできるし、作業に

鈴木

それで成り行きといいますか……

よって姿勢が変わるので健康にもい

いくのがわかりますよね？

いと思います。

気持ちいいですし、お客様の笑顔や

イメージでしたが、実際に働いてみ

──現在の業務内容は？

感謝の言葉もありがたいです。

ると、
「美観の向上」
「環境衛生の維

鈴木

入社してからずっと本社勤務

以前、とある清掃現場に営業で

持向上」「建物の保全性の向上」の

ですので、クリーンクルー（清掃ス

伺った際、お客様は「剥離作業を

ためにもビルメンテナンスの仕事は

タッフ）の管理業務だったり、お客

やっています」と仰るのですが、実

必要不可欠であり、奥深いなと感じ

様への営業だったり、ときには現場

施していないように思えて、剥離の

ましたね。

の立ち合いに行き、現場作業も行っ

デモを行いました。そしたら、
「こ

たりしています。ただ、事務処理が

んなきれいになるなら！」というこ

機械専門学校の機械科専攻だったの

多く、管理業務がメインです。

とで、全面をやらせていただきまし

で、ドリルの品質管理と経理職を経

堀田

３年前くらいから、本社ビル

た。そのときに、
「鈴木さんにもっ

験しました。主人と結婚したのを

の清掃員として勤務しています。ガ

と早く会って、きれいにしてもらい

き っ か け に、1995年（ 平 成 ７） に

ラスを拭き、廊下の除じん、トイレ

たかったな」と言っていただいたと

日本へ来ました。

清掃、ごみ回収と、本当に忙しいで

きは良かったなと思いましたね。

すね。１号館、２号館とあって、そ

堀田

──この仕事を始めたきっかけは？
鈴木

高校時代に、地元の先輩から

（笑）。清掃は〝地味な仕事〟という

堀田

りょうねいしょう

私は中国の遼 寧 省出身です。

日本に来てからはいろいろなパー

清掃は、すぐきれいになって
それが

清掃は知識と技術が必要だと

information
【協力企業】

【撮影施設】

日立ライフ フィットネスクラブ
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スパーク鮎川

に ち わ

日和サービス㈱

http://www.sparks.jp

https://www.nichiwa-hitachi.co.jp

2007年10月にオープンした会員制の総合スポーツクラブ。太
平洋を望む広大な施設には、充実したトレーニングマシンはもち
ろん、
２面のスタジオや25m×7コースの温水プール、露天風呂、
ドライサウナなども完備されており、運動をしながら心も体もリ
フレッシュできる。

1963年に創業した当社は、日立製作所の創業の精神であ
る「和」
「誠」
「開拓者精神」をさらに高揚させ、環境との
調和、優れた商品、安全安心で快適な暮らしを支えるサー
ビスを提供しています。地域社会との調和を図りながら、
皆
様に必要とされる企業であることを目指してまいります。

〒 316-0035 茨城県日立市国分町 3-12-22
TEL：0294-28-6616

〒316-0034 茨城県日立市東成沢町 2-2-10
TEL：0294-38-1121
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思います。環境に配慮した洗剤を
使ったり、建材を傷つけないように
したり、私は勉強するのが好きだか
ら、新しい知識が身につくといいな
と思います。
あとは、「いつもありがとうござ
います」と声をかけてもらったとき
です。私が掃除機をかけていると椅
子を引いてくれたり、
「今日は暑い
からこれ飲みなよ」って気にかけて

鈴木

国家資格の「ビルクリーニン

て、すごくカッコイイ仕事なんだと

くれたり、ごみ袋を持っていたらド

グ技能士」に準じたかたちで社内の

いうイメージに変えていきたいと思

アを開けてくれたり、いつもお客様

資格制度を作って、１年に１回実施

います。

への感謝の気持ちを持って作業して

しています。

います。

そのためにも、クリーンクルーの

フレンド（同社のパート社員の呼

スキルを上げながらも、私自身のス

──お互いの印象はどうでしょう？

称）のなかには国家試験までは受け

キルも上げていき、周囲から頼られ

堀田さんは非常に真面目で

ないという方もいるので、希望者を

る、ビルメンテナンスのプロフェッ

す。「No」と言わず、嫌な表情もす

募って、私たちのような管理者が指

ショナルになれるよう精進していき

ることなくすべてやってくれるので

導して、採点しています。

たいです。

鈴木

非常に助かっていますね。オールマ

その他にも、社内資格者で競う技

イティーに何でもできるので、自信

能競技大会をこちらも毎年実施し

効率良く仕事ができるのか追求して

を持ってどこの現場にも送り出せま

て、本番の競技大会の選考会も兼ね

いきたいです。常にきれいな環境を

す。逆に、私が意見を言われてでき

てやっていますね。

提供できれば、お客様が会社に来

ていないことがあるので申し訳ない

──最後に、今後の目標をどうぞ！

て、「あっ、きれいな会社だな」と、

なと……（笑）。

鈴木

清掃の仕事には「誰がやって

限られた時間のなかで、どう

堀田

気持ちよく仕事をしてもらえるから

鈴木さんは優しくて、話しや

も一緒」「汚い」といったイメージ

すい上司です。一緒に作業する機会

があるので、少しでもそうではない

そのためにも、年齢を重ねても仕

も多いですし、わからないことが

ことを伝えていきたいです。私が入

事を長く続けられるように、５月か

あって聞くと、すぐに教えてくれま

社した当時は、同世代の人がいな

ら太極拳を習い始めたんです。健康

す。社内認定試験の「日和ビルク

かったのですが、最近では20代の

第一で頑張りたいと思います。

リーニング技能士」を受検した際に

方も増えてきて、お互い刺激しあえ

も、熱心にご指導いただきました。

るいい環境にあるのかなと思います

──社内認定試験というのは？

ね。若い人もビルメンをやってい

堀田

日和サービス㈱

です。

日和本社ビル（クリーンクルー）

堀田 麗華さん

きれいな職場環境を提供できるよう
仕事の効率、
改善を図っていきたい
Profile

1963年生まれ、中国の遼寧省出身。1995年、結婚を機に日本へ来日。ビルメン歴は９年。
フラダンスと中華舞踊を習い、最近では太極拳を始めて、常に健康を意識している。
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