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2020 年 4 月１日

お取引先各位

黒岩ステンレス工業株式会社

代表取締役 黒岩 義明

新型コロナウイルス感染症に関して弊社からのお願い

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、現在日本国内では新型コロナウイルス（COVID-19）感染拡大への対策として政府なら

びに関係自治体より様々な要請等がアナウンスされております。弊社においても、新型コロナ

ウイルス流行拡大防止について、全社員一丸となって感染予防の徹底を図っております。そ

の中で恐縮ですが、お取引先様の皆様におかれましては当面の間、以下にご留意くださいま

すようお願い申し上げます。

＜要請事項＞

1． 原則として、弊社内での営業目的とした商談やご来訪を当面の間、自粛されますようお願

いいたします。日本政府ならびに関係自治体による終息宣言が出された時点、もしくは弊

社が独自に判断した措置の終了期間までを適用とします。

2． 商品のご案内やご提案等については極力メールや電話の手段にてお願いいたします。

3． 緊急性かつ重要性の高い案件については、先ず弊社担当者へご一報いただいたき、  

アポイントを取った上でのご来訪をお願いいたします。

4． ご来訪時には入り口に設置しております、消毒液をご使用ください。また、ご来訪前にはマ

スク着用などの感染予防の徹底をお願いいたします。

皆様のご理解とご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。

敬具
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2020 年 4 月１日

お取引先各位

黒岩ステンレス工業株式会社

代表取締役 黒岩 義明

新型コロナウイルス感染症に関して弊社による取り組みについて

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、現在日本国内では新型コロナウイルス（COVID-19）感染拡大への対策として政府な

らびに関係自治体から様々な要請等がアナウンスされております。弊社においても、新型

コロナウイルス流行拡大防止について、全社員一丸となって感染予防の徹底を図っており

具体的には以下の対策を講じております。

１． 外部からのご訪問は原則的に緊急性かつ重要性の高い案件でのお願い

２． 定期的な手洗いやうがいなどの推進

３． オフィス内の定期的な室内換気

４． 不必要な外出や社外接触を避ける

５． スイッチ類やドアノブなど、間接的に触れる部分への定期的な消毒

６． 社内および訪問先における社会的距離（ソーシャルディスタンス）の推進

７． 必要性が考えられる受入れ品の除菌処理

８． 体調が思わしくない従業員へは出社しないように指示

９． 公共交通機関を使用した移動

１０． 全従業員へ人が集まる（集まりやすい）場所への外出を避けることを要請

上記対策は日本国政府ならびに関係自治体から終息宣言が出された時点もしくは弊社が独

自に判断した措置の終了期間までを適用とします。

上記、ご不便をおかけいたしますが、どうかご理解いただきますようお願い申し上げます。

敬具
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2020年 4月 10日

お取引先各位

黒岩ステンレス工業株式会社

代表取締役 黒岩 義明

緊急事態宣言発令に伴う弊社業務体制について

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、この度の新型コロナウイルス（COVID-19）緊急事態宣言の発令および感染予防対策

として、弊社におきましても下記の体制と対応にて業務を継続いたします。

お取引先様にはご不便をお掛け致しますが、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

また、期間中におけてはメールや FAXによるご注文、お問い合わせは承りますが

各営業日で稼働人数を半分に減らしている関係、ご対応が遅くなる場合もございます。

早い対応に努めますが、その点予めご了承ください。

加えて、弊社内においての感染拡大予防への取り組みやお取引先様へのお願いについても

先にアナウンスをさせていただいております。詳しくは弊社ホームページにてご一読いた

だけると幸いです。今後も弊社ホームページにて最新の対応状況等をお知らせいたします。

敬具

対応内容 適用期間：2020年 4月 13日~2020年 5月 6日

営業時間：午前 9：00~17時 30分

          ※在宅勤務者と在社勤務者との併用シフト制にて運営いたします。

     納品方法：原則的に自社便によるデリバリーは中止いたします

     

     ※社会情勢や政府からの要請を鑑みて期間延長を行う場合がございます

以上
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To Our Valued Customers and Suppliers,

Dated: April 1st, 2020

Due to various requests have been made by Japanese government and related local 

jurisdictional governments as measures against the spread of the new coronavirus 

(COVID-19). As part of commitment to contribute protect the welfare of our employee, we all

are working together to prevent the spread of the new coronavirus epidemic.

While this difficult time of battle against the virus spreading, we have implemented to take 

additional measures that reflects responses made by Japanese government as well as local 

government to the Coronavirus.

Following actions are effective from today and ends until our further notice;

1. Visiting requests from outside must be urgent and important projects

2. Promote regular hand washing and gargle

3. Regular indoor ventilation in the office

4. Avoid unnecessary travelling and contact

5. Regular disinfection of indirectly touching parts (ex : Light switches, Door knobs…)

6. Promotion of “Social Distance” within our facility and at place(s) visited

7. Sanitize of incoming items that may be necessary

8. Instructed all employees to stay home if not feeling well

9. Avoid traveling outside by using public transportation

10. Require all employees to avoid going to places where is large gathering held

We sincerely appreciate your kind understanding to the above.

Sincerely,

Yoshiaki Kuroiwa,

Chief Executive Officer,

Kuroiwa Stainless Ind. Inc.
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To Our Valued Customers and Suppliers,

Dated: April 10th, 2020

Due to declaration for state of emergency by Japanese government and by local Chiba 

prefectural office over Coronavirus pandemic, we are to take necessary and urgent 

measures and actions to protect our employees while to achieving to maintain stable supply 

of both services and products to our valuable customers.

We continue to maintain our business operation under following new measures;

Effective schedule: April 10, 2020 to May 6th, 2020 (Tentative schedule, Subject to change)

Operational hours: 9:00AM – 5:30PM

Operated by in work shift with telecommuting and office operation.

We sincerely appreciate your kind understanding to the above.

Sincerely,

Yoshiaki Kuroiwa,

Chief Executive Officer,

Kuroiwa Stainless Ind. Inc.


