
※当社社員からのコメントです。（カッコ内に記載しているのは当社社員の就業先名です） 

20周年おめでとうございます。突然自宅に
荷物が届いたのでビックリしましたがうれし
かったです。立派なものなので娘に使わせよ
うと思っています。ありがとうございました。 
（慈恵病院） 

高価な物を頂きありがとうご
ざいます。大切に使わせて頂
きます。（そよう病院） 

デザインがおしゃれで毎日使っ
てます。量がたくさん入るので
助かってます。良いタンブラー
ありがとうございました。 
（小倉記念病院） 

しっかりとした造りで、容
量も大きいので、たくさん
飲みたい時にはよさそうで
す。色も鮮やかできれいで
した 
（くまもと森都総合病院） 

白色は素敵でした。あり
がとうございました。 
（愛知医科大学病院） 

20周年記念品は初めタンブラー
と聞き、プラスチックで作られ
た簡素的な物なのかなと思って
いましたが、すごくしっかりと
したつくりのものでとても感動
しました。また、2つとも形が異
なるので用途に合わせて使い分
けれるのでとても重宝しそうで 
  す。（小倉記念病院） 

頂いて恐縮です。オシャ
レで嬉しいです。ありが
とうございました。 
（名古屋営業所） 

タンブラーも水筒も我が家の子供
たちが使いたいと喜んでいたので
良かったです。ありがとうござい
ました!! 
（くまもと森都総合病院） 

２０周年のボトルセットありが
とうございました。シンプルで
使いやすく、早速利用していま
す。今後も業務に精進致します。
（アルメイダ病院） 

時代にそったエコなボ
トルで良かったです。 
（杵築市立山香病院） 

素敵なタンブラーありがとう
ございました。  
（北信総合病院） 

すごい豪華な感じで素
敵でした！  
（長野赤十字病院） 

20周年記念品を送付
頂きまして、ありが
とうございました。  
（松本健診所） 

メディカルのロゴ入りペンに続
いてタンブラーまでありがとう
ございます。今年の冬はメディ
カルのタンブラーが活躍しそう
です！大切に使わせて頂き 
   ます!!（新小倉病院） 

タンブラーが届いて開けて
ビックリ！とても格好良く
て、シンプルな作りだった
ので、とてもうれしく思い
ました。ありがとうござい
ました。 
(門司メディカルセンター) 

容量もあってとても使
いやすかったです。あ
りがとうございました。 
（九州鉄道記念病院） 

想像していたよりもオシャレで
使い勝手がよさそうでした！ 
（関東エリア 採用推進課） 

とても素敵な記念品
が届き驚きました。1
人1人に対して感謝の
メッセージがうれし
かったです。ボトル
のセレクトもとても
気に入りました。 
（熊本医師会ヘルス
ケアセンター） 

寒くなってきたので活用さ
せていただきます。（担当
者と）お揃い嬉しいです。 
（和歌山医療センター） 

20周年の記念品が 
届きました！ありがとう
ございます(≧▽≦) 
（日野市立病院） 

記念品届きました。 
ありがとうございます。 
（東部地域病院） 

昨夜タンブラーいただきま
した。娘たちが大喜びです。
素敵な記念品大切に使わせ
ていただきます。ありがと
うございました。 
（市立豊中病院） 

記念品届きました。突然で驚きました！
どうもありがとうございました。 
（立川病院） 

非常にしっかりしたも
ので驚いています！ 
素敵です！ 
（武蔵野赤十字病院） 

素敵な色ですね。 
ありがとうございます。 
（名城病院） 
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ありがとうございます。
ちょうどほしかったで
す。（小倉記念病院） 

暑い夏が過ぎ、水筒が大き
すぎると思っていたところ
なのでちょうど良かったで
す。ありがとうございまし
た。（小倉記念病院） 

オレンジ色がとてもお
しゃれです。少し重た
いので家で大切に使い
ます。 
（小倉記念病院） 

大変高価なものありがとうご
ざいました。少し持ち運ぶの
は重いのでおうちで使わせて
もらってます。 
（小倉記念病院） 

記念品ありがとうござい
ました。白いタンブラー
が届きました。形がスタ
イリッシュでかっこよ
かったです。温かい飲み
物を入れて使えるので、
これからの季節に重宝し
そうです。ただし少し重
さが気になります。。。
（小倉記念病院） 

使いやすそうでいいと思いました。
できれば好きな色を選べたらよかっ
たです。（小倉記念病院） 

色や形もシックな落ち
着いたデザインでお
しゃれだと感じました。
これから寒い季節なの
で温かいのを入れて
使っていこうと思いま
す。（小倉記念病院） 

立派なタンブラーあり
がとうございます。 
（小倉記念病院） 

かわいくて使いやすくて
ありがとうございました。 
（小倉記念病院） 

黒で格好いい！見たことあ
るブランドだったので少々
高いのでは？と思いまし
た！ 
（小倉記念病院） 

オシャレでデザインも
よく機能性も良い！！
家族みんなで使わせて
もらっています。 
（小倉記念病院） 

黒い色で汚れが目立ち
にくくていいなと思い
ました。 
（小倉記念病院） 

記念品ありがとうございまし
た。開封して品物を見ました。
色は黒でした。少々大きいと
思いますが、使用させてもら
います。（小倉記念病院） 

スタイリッシュでとてもかっ
こいいです！こんな素敵な記
念品をもらえるなんて思いま
せんでした。ありがとうござ
います！（小倉記念病院） 

家でもたくさん水を飲むようにしていて
新しいタンブラーを買おうとしていたの
で嬉しいです。オレンジ色で色もかわい
い！（小倉記念病院） 

白をいただきました。シンプルでかっこ
いいです。でも重い！大きい！持ち運び
は無理なので家で使うポット代わりとし
て毎日使っています。タンブラー型はま
だ使えてません。（小倉記念病院） 

届いたのは私の好きなオレンジ色
でとてもうれしかったです。家で
のんびり一人でコーヒーを飲むと
きに使ってます。ありがとうござ
いました。（小倉記念病院） 

あけて見てビックリしま
したが、とてもうれし
かったです。ありがとう
ございました。 
（小倉記念病院） 

すごく立派なタンブラー
で驚きました。ありがと
うございます！ 
（小倉記念病院） 

スタイリッシュで
使いやすそう！ 
（小倉記念病院） 

保温(保冷)力抜群で元気が出るビタ 
ミンカラーのタンブラーを頂きまし 
た。ありがとうございます。休憩時間
にお気に入りの紅茶が楽しめます。 
ボトルは運動部の娘が使わせていた 
 だきます！（九州鉄道記念病院） 

ありがとうございました。
欲を言えばパステルカ
ラーが欲しかったです。
（小倉記念病院） 

素敵な記念品ありがとうござ
いました。 
（小倉記念病院） 

早速使用します！ありがとう
ございます！！ 
（河北総合病院） 



※当社社員からのコメントです。（カッコ内に記載しているのは当社社員の就業先名です） 

実用的かつおしゃれ
だったので嬉しかった
です。ありがとうござ
いました。 
（市立八幡病院） 

記念品ありがとうございま
した。タンブラーの購入を
検討していたので頂けてう
れしかったです。大切に使
わせていただきます。 
（市立八幡病院） 

いきなり自宅に届いたので 
驚きましたが、サプライズプ
レゼントのようでうれしかっ 
 たです。品物も日常的に使
える物なのでありがたいです。
（坂田肛門科医院） 

大きさもちょうど良く 
てデザインもシンプルで 
かわいくてたくさん使おうと
思います！ありがとうござい
ます！ 
（門司メディカルセンター） 

お茶入れに使用させていた
だきます。ありがとうござ
います。 
（市立八幡病院） 

｢タンブラーも記念でもら
えるヨ｣と聞いてビックリ
しつつ楽しみにしていまし
た。届いてみてさらにビッ
クリしました。とっても素
敵なタンブラーで記念に
取っておきたいですが、必
ず使うと思います。ありが
とうございました。 
(門司メディカルセンター) 

黒でかっこよかったです。容量
もちょうどよく使いやすそうで
した。ありがとうございました。 
（門司メディカルセンター） 

マットな感じで、とても気
に入りました。サイズも
ちょうどいいです。ありが
とうございました。 
(門司メディカルセンター) 

黒のタンブラーが届きまし
た。とてもかっこよくて、
使いやすそうで良かったで
す。 
(門司メディカルセンター) 

入社してまだ数ヶ月で
すが、記念品をいただ
けてうれしかったです。
大切に使っていきたい
と思います。 
（九州鉄道記念病院） 

デザインがかわいくて、大き
さもちょうど良くてうれしい
です。ありがとうございます。 
（門司メディカルセンター） 

恰好良くて使いやすそうな 
タンブラーとボトルをいただ
けてとても嬉しいです。大切
に使いたいと思います。あり
がとうございました。 
（門司メディカルセンター） 

タンブラーと水筒とてもいいも
のを頂きありがとうございます。
エコを意識しながら大切に使い
たいと思います。 
（市立八幡病院） 

ありがとうございます。傍らに置
いてレセプト点検頑張ります！ 
（九州鉄道記念病院） 

この度は20周年にあたり、立派なタン
ブラーとマグボトルのセットを頂きあり
がとうございます。これからもメディカ
ルプラネットの一員として社会に少しで
も役立てるよう頑張りますのでよろしく
お願い致します。（市立八幡病院） 

高級な品物をありがとうござい
ました。頑張って働きます！ 
（門司メディカルセンター） 

いい品物をありがとう
ございました！ 
（市立八幡病院） 

記念品ありがとうございました。
大切に使わせていただきます。 
（市立八幡病院） 

貴重な記念誠にありが
とうございます。今後
も大切に使いたいと思
います。 
（市立八幡病院） 

オシャレで質のいい品をあ
りがとうございます。大切
に使います！ 
（市立八幡病院） 

記念品ありがとうござい
ます。 
（市立八幡病院） 

予想以上の記念品で、あり
がとうございました。家族
で使わせてもらいます。 
（くまもと森都総合病院） 

いつも温かなご支援とご協力をいただいているお
かげと心から深謝申し上げます。このコロナの時
代、会社とスタッフ一同と一丸となって乗り越え
ていかなければならないといけないと思っていま
す。（自治医科大学附属さいたま医療センター） 

突然のプレゼントに
ビックリしました！ 
（自治医科大学附属さ
いたま医療センター） 
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普段使いできそうなの
で嬉しかったです。
（市立八幡病院） 

メディカルプラネットの20周
年と言う事で記念品をいただ
きありがとうございました。
とても実用的で早速使わせて
いただきます。ありがとうご
ざいました。(市立八幡病院) 

 
カラーも自分好みな色で
嬉しかったです。 
（市立八幡病院） 

とてもおしゃれで素敵
な物をいただきありが
とうございました。
（市立八幡病院） 

あんなに素晴らしいものをい
ただけてとてもうれしかった
です。これからもメディカル
プラネットの社員として頑
張っていきたいと思います。
（市立八幡病院） 

記念すべき20周年の年にお仕
事させて頂きていることに感
謝します。記念品を目の前に
し、気持ちを新たにすること
が出来ました。一つ一つのお
仕事を丁寧にこれからも頑
張っていこうと思います。大
切に使わせていただきます。
ありがとうございました。
（市立八幡病院） 

高級感もあり、とてもステキ
な物をありがとうございます。
家で使わせていただきます。
主人も気に入っています。 
（市立八幡病院） 

色も形もスタイリッ
シュでした。大きさも
良かったです。  
（市立八幡病院） 

長く使えそうで、シンプル
なデザイン、色も良かった
です。機能性も高そうだと
思いました。  
（市立八幡病院） 

ありがとうございました。
大変立派なタンブラー・
水筒のセットをいただき
驚きましたが、同時にこ
れからも身を引き締めて
患者様に対して向き合っ
て行こうと思いました。 
（市立八幡病院） 

常時使用できるものな
ので有難いです。温か
いもの、冷たい飲み物
を飲みたいときにすぐ
に飲めるので嬉しいで
す。 （市立八幡病院） 

急に届いてびっくりしま
した！寒くなってきてお
湯を持ち歩くのにとても
助かります。 
（市立八幡病院） 

以前よりタンブラーが欲し
かったので嬉しかったです。
色も白だったため、男女問
わず使えるのがいいと思い
ます。  
（市立八幡病院） 

とてもおしゃれで素敵な水筒と
タンブラーありがとうございま
した。嬉しかったです。ひとい
きの時に使わせて頂きます。 
（市立八幡病院） 

とっても素敵なタンブラーセットを頂きあ
りがとうございました。シンプルなデザイ
ンで大きさもちょうどいいので早速使って
います。これからも仕事頑張ろうという気
持ちになりました。（市立八幡病院） 

春のマスクに続き、記念品もいただきあり
がとうございます。毎日の仕事の中、大変
な事、嫌な事がある中に少しうれしい気持
ちになりました。 （市立八幡病院） 

シンプルデザイン!!キャンティーン＆
タンブラーとても気に入ってます。
持っているだけでもお洒落!!毎日使う
ものなので重宝します。ありがとうご
ざいました。（市立八幡病院） 

ペットボトル削減に協力
できる記念品でいいと思
いました。誰にでも使え
るデザインも良かったと
思います。  
（市立八幡病院） 

かわいくて使いやす
そう。ありがとうご
ざいました。 
（市立八幡病院） 

高級で素敵なタンブ
ラーセットありがとう
ございました。 
（市立八幡病院） 

ありがとうございました。20周年
おめでとうございます。これから
も頑張らせていただきます。大切
に使います。（市立八幡病院） 

タンブラーは自分で買
うことがあまりないの
で助かります。 
（市立八幡病院） 

高値そうな物をありがとうご
ざいました。まだ使用してい
ませんが大切に使わせていた
だきます。（市立八幡病院） 

外観がとても綺麗で感激しま
した！ 
（関東エリア 総務経理課） 
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オシャレなタンブラー
で嬉しかったです。あ
りがとうございました。
（市立八幡病院） 

とてもオシャレな品で大切に
使わせていただきます。あり
がとうございました。 
（市立八幡病院） 

素敵なタンブラーありが
とうございました。大切
に使わせていただきます。
（市立八幡病院） 

素敵な品を頂き有難う
ございました。大事に
使わせていただきます。
（市立八幡病院） 

素敵な記念品をありがとう
ございます。職場で使わせ
ていただきます。 
（市立八幡病院） 

自分では贅沢品で買わないだ
ろう。しかし、今から職場で、
お出かけに使うのが楽しみで
す。20周年記念にスタッフ全
員に送っていただいた事、世
代を超えた人が使いやすそう
な物の厳選、感謝いたします。
20周年おめでとうございまし
た。今後も与えられた場所で
よりよい仕事ができる励みと
なりました。(市立八幡病院) 

シンプルなデザインでとても
おしゃれでした。いろんな場
面で使えそうなのでたくさん
使用したいと思います！！
（新小倉病院） 

立派なタンブラーセッ
トを頂き有難うござい
ました。これからの季
節に向けて使うのがと
ても楽しみです。大切
に使わせていただきま
す。（市立八幡病院） 普段使いが出来るので

とても良いと思います。
（市立八幡病院） 

ありがとうございま
した。とても高級感
がありオシャレです。
大切に使わせて頂き
ます。 
（新小倉病院） 

デザインがオシャレで、
色も白だったのでとて
も使い勝手がいいなと
思いました。大事に使
わせていただきます。 
（新小倉病院） 

20周年おめでとうござい
ます。記念品はとても良
かったです。ありがとう
ございました。 
（市立八幡病院） 

シンプルかつスマートなデ
ザインが良い。容量が大き
いのにやぼったくなく作り
がしっかりしている。 
（新小倉病院） 

デザインがシンプルで2種
類あったので用途に合わせ
て使えたので良かったです。 
（新小倉病院） 

日常で使えるのでデザインも良
くうれしいです。大切に使わせ
ていただきます。ありがとうご
ざいます。（新小倉病院） 

設立20周年を迎えられ、心よりお祝い申し
上げます。又、結構なお品を頂き有難うご
ざいます。色々なシーンで利用させていた
だきたいと思います。（市立八幡病院） 

色んな色があるのがとてもいいと思いまし
た。水筒とタンブラー2つとも入っててう
れしいです。タンブラーにお味噌汁入れて
もみたいです。20周年おめでとうございま
す。（新小倉病院） 

タンブラーありがとうご
ざいます。色もオレンジ
で可愛かったです。水筒
もセットで入っていたの
でこれから使用していき
ます。 （新小倉病院） 

シンプルでよかった
です。 
（市立八幡病院） 

落ち着いた色合いでタ
ンブラーはいつも使う
ものなのでよかったで
す。（市立八幡病院） 

20周年おめでとうございます。
記念品大事に使わせていただき
ます。記念品有難うございまし
た。（市立八幡病院） 

びっくりしました。あ
りがとうございます。
使わせていただきます。
（市立八幡病院） 

ちょうど欲しかったの
でうれしく思いました。 
（市立八幡病院） 

２０周年記念に立派なものをいた
だき、ありがとうございました。
家で大切に使わせていただきます。 
（くまもと森都総合病院） 
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仕事の時に水筒は使用
するのでよかったです
（慈恵病院） 

２０周年記念品ありがとうござ
いました。色も鮮やかで気に
入っています。 
（くまもと森都総合病院） 
 

実用的な品を頂けて嬉
しいです。ありがとう
ございます。  
（新小倉病院） 

日頃から使えるものを頂き
心遣いに感謝します。あり
がとうございます。  
（市立八幡病院） 

突然届いたので驚きま
した。明るいきれいな
色で、気分も上がりま
した。大切に使いたい
と思います。ありがと
うございました。 
 （慈恵病院） 

20周年おめでとうございます。
素敵な記念品をありがとうご
ざいました。大切に使わせて
頂きます（市立八幡病院） 

自分では高級なものを
買わない製品だったの
でとてもうれしかった
です。  
（市立八幡病院） 

素敵な記念品有難うござ
います！  
（長野赤十字病院） 

20周年おめでとうござ
います。立派な記念品
を頂きありがとうござ
いました。大切に使わ
せて頂こうと思います。 
（慈恵病院） 

20周年記念品、貴重な
品をありがとうござい
ます。大切に使わせて
頂きます。会社の益々
のご発展を願っていま
す。 （慈恵病院） 

おしゃれな水筒とタン
ブラーありがとうござ
います！  
（市立八幡病院） 

立派なタンブラーセットあ
りがとうございます。大切
に使わせていただきます。
20周年おめでとうございま
す。 （慈恵病院） 

素敵なタンブラーとボ
トルありがとうござい
ました。大切に使いま
す。 （新小倉病院） 

記念品がボールペンとタンブラーだ
と聞いていたのですが、タンブラー
は1個だと思っていたので2種類のタ
ンブラーが届いてビックリしました。
色も黒だったので使いやすそうだと
思いました。 （新小倉病院） 

突然のギフトありがとうございます。
20周年おめでとうございます。  
（慈恵病院） 

いつもお世話になってます。20周年に在籍
し関わっていれることに感謝します。自分
なりに業務で貢献していけるよう取り組ん
でいきたいです。 （慈恵病院） 

デザイン的にも良く、実用的で仕
事に使いたいと思いました。あり
がとうございました。  
（市立八幡病院） 

自宅に届き開けてみたらとて
も素敵な水筒とタンブラーが
入っていて嬉しかったです。
仕事でもプライベートでも使
わせて頂きます。ありがとう
ございました。 （慈恵病院） 

とても高級そうなもの 
を頂きありがとうございま
す。大事に使っていきます。 
（地域医療センター） 

立派☆やん！！ 
ありがとうございまし
た。（新小倉病院） 

2個も入ってて凄いです！  
（長野赤十字病院） 

質の良い物を頂けま
した。ありがとうご
ざいました。（くま
もと森都総合病院） 

品物の素材等は良いものと思
いましたが、ほとんどのス
タッフが同じ色で職場に持参
するのは…考えました。 
（くまもと森都総合病院） 

自分では買わないようなおしゃれ
なセットでどう使おうか検討中で
す。ありがとうございます。 
（小倉記念病院） 
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保冷、保温両方使えて良
さそうです。ありがとう
ございました。 
(くまもと森都総合病院) 

ありがとうございます。
最初！爆弾かと思いまし
た（笑）。大切に使わせ
て頂きます。お疲れ様で
す。（そよう病院） 

この度は20周年に際し、素敵
な御品をいただきどうもあり
がとうございました。明るい
色味で、とても元気が出てき
そうです。これまであまり
使ったことがないものですか
ら、今後の生活で生かしなが
ら大切に使わせていただこう
と思います。ありがとうござ
いました。 
（くまもと森都総合病院） 

ありがとうございました。 
大切に使わせていただきます。 
（中津市民病院） 

まだ未開封ですが、あ
りがとうございます。 
（中津市立小児救急 
センター） 

2つも入っていると思い
ませんでした。ありがと
うございます。 
（中津市民病院） 

届いてビックリ!!サプラー
イズって感じで嬉しかっ
たです。届いた次の日か
ら早速使ってます！！毎
日必要なものなので助か
りました。ありがとうご
ざいました。 
（地域医療センター） 

男女問わす使用できる
ので重宝しそうです。
ありがとうございまし
た。（中津市民病院） 

たくさん入るのでとても
重宝してます。 
（中津市立小児救急 
センター） 

サプライズ記念品ありがと
うございます。自分ではな
かなか手が出ないスタイ
リッシュなお品で、とても
うれしく思います。職場で
使わせていただきます。
（くまもと南部広域病院） 

大事に使わせていただいており
ます。ありがとうございました。
（中津市立小児救急センター） 

ありがとうございました。 
突然の荷物でおどろきました。 
（そよう病院） 

底部分にゴム（滑り止め？）がついてて静
かで倒れにくいので良かったです。 
（中津市民病院） 

タンブラーが欲しくて買うところにす
てきな記念品がおくられてきて、とて
もうれしい気持ちです。オレンジの色
味が可愛くて気に入ってます。ありが
とうございました。（そよう病院） 

大切に使わせていただきます。
ありがとうございました。 
（中津市立小児救急センター） 

重宝に使わせていた
だきます。 
（中津市立小児救急
センター） 

色も鮮やかでありがとうござ
います。早速毎日使わせて頂
いています。 
（地域医療センター） 

子供がスポーツをするので使え
そうでありがたいです。 
（くまもと森都総合病院） 

20周年おめでとうございます。突然家
に届きビックリしました。まだ使用し
ていませんがこれからたくさん活用し
たいと思います。おしゃれなタンブ
ラーで可愛かったです。ありがとうご
ざいました。（そよう病院） 

シンプルなデザインで
使いやすいと思いまし
た。（中津市民病院） 



※当社社員からのコメントです。（カッコ内に記載しているのは当社社員の就業先名です） 

素敵な記念品を頂きありがとうご
ざいます。自宅に届いた時は感動
しました。更に、オシャレで使い
やすくとても嬉しかったです。
さっそく職場で使わせて頂いてお
ります。お心遣いありがとうござ
います。（アルメイダ病院） 

保温・保冷の両方可能で
色もシンプルでとても使
いやすいものを頂きあり
がとうございます。大切
に使わせていただきます。
（アルメイダ病院） 

この度はとても素敵な 
記念品をありがとうござ
います。大切に使わせて
頂きます。これからもよ
ろしくお願い致します。
（アルメイダ病院） 

使いやすかったです。
ありがとうございます。 
（杵築市立山香病院） 

この度は20周年おめでとう
ございます。そして、かわ
いい記念品ありがとうござ
いました。日頃からコー
ヒーはマイボトルの私に
とっては嬉しいプレゼント
でした♪♪あたたかいブレ
イクタイムがおくれそうで
す(*^_^*)これからもお仕
事頑張ります(そよう病院) 

普段使いしやすく、とても助
かりました。ありがとうござ
います。 
（杵築市立山香病院） 

20周年おめでとうござ
います。使いやすい記
念品をありがとうござ
いました。 
（アルメイダ病院） 

とても立派な品を頂
きありがとうござい
ました。感激しまし
た。仕事やプライ
ベートでも大切に使
わせていただきます。
（アルメイダ病院） 

この度は素敵な記念品
を頂きましてありがと
うございます。オシャ
レなデザインで長く使
えそうです。大切に使
わせて頂きたいと思い
ます。今後もよろしく
お願いいたします。
（アルメイダ病院） 

２０周年にあたりまして
記念品を頂戴し心より御
礼申し上げます。とても
素敵なボトルセットで感
動しました。今後も一層
の努力を重ね業務に精進
いたします。 
（アルメイダ病院） 

送られてきた時はビックリ
しましたが、大切に使わせ
て頂きます。ありがとうご
ざいました。 
（そよう病院） 

素敵な記念品をありがと
うございます☆大切に使
わせていただきます☻ 
（アルメイダ病院） 

２０周年の記念品ありがとうご
ざいました。早速使わせていた
だきます。黒色が届きました。
とても素敵なお品でした。 
（アルメイダ病院） 

大容量で満足です。 
ありがとうございます。 
（杵築市立山香病院） 

とてもおしゃれな記念品でした。 
小倉記念病院） 

２０周年おめでとうござ
います。記念品ありがと
うございました。とても
使いやすいので毎日使っ
ています。 
（アルメイダ病院） 

ありがとうございま
す。仕事中に常に水
筒は持ち込みしてま
すので助かります。
（アルメイダ病院） 

２０周年おめでとうござ
います。素敵な記念品あ
りがとうございました。
使いやすくて大きさも
ちょうど良いので毎日使
わせていただいてます。
ありがとうございました。
（アルメイダ病院） 

お疲れ様です。 
色は可愛い。 
（くまもと森都総合病院） 

保冷・保温両方使えて良さそうです。あ
りがとうございました。 
（くまもと森都総合病院） 


