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東商千代田
ビジネスフェア
出展企業一覧
千代田区内の100超の企業、団体が出展！

2019

11/19 火

展示会／13：00～17：30

本冊子は
大切に保管の上、
当日
ご持参ください。

ポイント

1

入場無料

経営者及び従業員の皆様、就活や企業研究中の学生の
皆様、是非ご来場ください。

2部

場／ホテルグランドパレス2階

ポイント

2

千代田区飯田橋1-1-1（地図は裏表紙に記載）

特典

事前申込のうえ、当日にご来場者

アンケートにお答えいただいた方には、

「泉屋東京店」の「ピーナッツクッキー 」または
「株式会社伊勢半」の「キスミー薬用ハンドクリーム」
を先着 400 名（各200個）にプレゼント。

トークショー

パネルディスカッション

撮影：荒木大甫

MC：大橋未歩氏

森本千賀子氏

「千代田区内事業所での人材確保・定着の事例について」

（対象：出展者及び東商会員事業者）

事前申込

1部

「働き方改革の本質とは？」

懇親会／18：00～19：00
会

今話題のテーマで
イベントを開催！

ポイント

3

グルメコーナーを設置！

千代田区内事業者が取り扱う食品の試食・販売コーナー
を設けます。

専門家による「なんでも相談会」を開催！

社会保険労務士・司法書士・行政書士・税理士等の団体に
よる無料相談会を行います。

お申し込みは 裏表紙へ

中面に出展企業のご紹介をしておりますので、是非ご覧ください。
主催：東京商工会議所 千代田支部
後援：千代田区、
（公社）神田法人会、
（公社）
麹町法人会、
千代田区商工業連合会、
千代田区商店街連合会、千代田区商店街振興組合、千代田区観光協会
協力：東京都行政書士会千代田支部、東京都社会保険労務士会千代田統括支部、
東京税理士会麹町支部、東京税理士会神田支部、東京司法書士会千代田支部

●出展企業一覧
1

情報セキュリティ

2

情報・通信業

アイティーディレクト株式会社

株式会社

暗号USB・HD、クラウドデータの暗号化

ソフトウェア開発を通じて、
未来の発展と人々の幸せに寄与する会社。

〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台4-6 御茶ノ水ソラシティ
info@itdirect.co.jp
https://itdirect.co.jp/

事業内容

事業内容

千代田区にて情報セキュリティ
対 策サポート、脆 弱 性診 断を
行っています。

各種業務システムの開発
ＳＦＡ（営業支援ツール）の開発

企 業ＰＲ 株式会社 靑は、お客様と社会の縁を大切にするソフトウェア
会社です。
世の中の流行り廃りに着目せず、本当に必要なものは何か？という「本質」
を日々考え、試行錯誤をどこまでも繰り返しながら真に洗練された製品を
提供し、製品は生み出して終わるのではなく、今後も使用されていくであろ
う製品を生み出したいという想いの下、設立されました。

企 業ＰＲ

業種、規模問わずサポート実績
があります。お問合せ下さい。

3

靑

〒102-0085 東京都千代田区六番町13-6 ＡＳビル
TEL. 03-3239-7118 FAX. 03-3264-4366

建設業（電気工事業、電気通信業）

4

デジタルマーケティングテクノロジー受託開発

株式会社 アクシスネット

株式会社アドバンスコード

止めない責任、止まらない可能性。

AI・IoT・VRのデジタル顧客体験を提案します
デジマケ・デジタル変革・OMOご相談ください

〒101-0024 東京都千代田区神田和泉1-7-1 扇ビル
TEL. 03-3862-4431 FAX. 03-3862-4428
https://www.axis-anc.co.jp/

事業内容

・保守、メンテナンスサービス
（メカトロ機器から、通信までカバーするマルチベンダー保守）
・電気工事、電気通信工事サービス
・プロダクト販売

企 業ＰＲ 50年に渡り技術と人を磨いてきました。
一瞬たりとも止めてはいけない社会と暮らしの営みだ
からこそどこにも負けない技術力を。
どんな課題にも果敢に挑み、解決できる人間力を。
これからも私たちは、社員一人ひとりが切磋琢磨しな
がら、明日の可能性にチャレンジして行きます。

5

統合マーケティングコンサルティング

〒101-0021 東京都千代田区外神田2-14-10 第2電波ビル4階
TEL. 03-6206-0441 FAX. 03-6206-0442
http://www.advancecode.co.jp/

事業内容
当社は企業のデジタルマーケティング活動をサポートするテクノ
ロジーを提供しています。強みであるWEBシステム/アプリ開発を筆頭に、
AI/IoTなど先進技術の実装や、MA/DMP/SFAなどマーケティングツール
の導入・運用まで多岐に渡ります。
これらの技術を活かし、より良い顧客体験（CX）の実現をサポートします。
企 業ＰＲ オープンソースソフトウェアを積極的に
利活用しているため、高額な大手マーケティング
ツールの導入が困難な中小企業様も、リーズナブ
ルにデジタルマーケティングを始められます。
コンサルティング業務やプロトタイプ開発も可能な
ため、これからデジタルマーケティングの導入をお
考えの方や、PoC段階の事業アイデアをお持ちの
方からのご相談もお待ちしています。

6

工業デザイン

株式会社アルゴマーケティングソリューションズ

株式会社ｅＰ

新規事業創造で社会に貢献

企画・製造・販売のスペシャリストが対応いたします。

〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-3-2 郵船ビルディング1F
TEL. 03-5533-8808 FAX. 03-5533-8801
https://argo-ms.com/

大 手 メ ー カ ー に て 新 規 事 業 開 発 手 法（ス テ ー ジ ゲ ー ト 法、
BMO法）を開発・実践。そのコンサルティングとともに事業承継、スター
トアップ企業の顧客獲得を広報、営業、販促で支援するソリューション
プロバイダー。
事業内容

企 業ＰＲ 弊社では、ステージゲート法とBMO法
を駆使し、具体的な顧客獲得策も組み込んだ独自
開発の新規事業アクセラレーションプログラムを
展開しています。事業承継やM&A、スタートアッ
プの際の新しい事業展開をロジカルな事業計画と
し て ま と め、周 囲（金 融 機 関、親 会 社、株 主 等）
に対して説得力のあるものに仕上げる6か月間のコ
ンサルティングプログラムです。その詳細をこの
ビジネスフェアでご説明いたします。

〒101-0021 東京都千代田区外神田6-2-10 アイエフ外神田7F
TEL. 03-5812-4887 FAX. 03-5812-4807
http://www.eprobot24.com/

事業内容
当社は工 業 製品の開発を行う開発専門会 社として発足した。
3DCAD設 計 をコ ア 技 術として 用 いて、自 動 車・防 災・医 療・文 具・
遊具・公共設備・生 産設備など、様々な製品の設 計製作を行っている。
また、大学と企業がチームを組んで開発を進める事業にも参加している。
企 業ＰＲ

御社のビジネスを加速させる為のコンサルティングサービス
・商品企画
・デザイン設計
・製造コストの削減
・工場設備の製作・改良
ビジネスの要所となる部分に不安やお困りごとはご
ざいませんか？

1

7

卸売・小売業

8

総合デザイン制作プロダクション

ウェールスインターナショナル株式会社

株式会社 エイブルデザイン

“食と健康で世界を繋ぐ”

人に、社会に、Good Impact を！

〒102-0084 東京都千代田区二番町3-11 VORT二番町7F
TEL. 03-6265-4658 FAX. 03-6265-4659

事業内容
ウェールスインターナショナル（株）は、2016年に設立した
アジア地域および中東地域等の海外および日本国内の食材や、健康に関
する商材を取扱い、卸・小売販売を行っています。
企 業ＰＲ ウェールスインターナショナル（株）
は、メジャーな商材は取り扱っておらず、どち
らかというと、中々手に入らないもの、ニッチ
な商材を扱うことが多いです。国内外のパート
ナーもそのような特別な商材を扱うエキスパー
トな方々です。

9

ベンチャー企業と投資家を結ぶ資金調達コンサルコンサルティング

〒101-0041 東京都千代田区神田須田町1-2-1 カルフール神田ビル5階
TEL. 03-5577-5712 FAX. 03-6206-4840
http://expertforce.jp/

リアルマッチングでベンチャー企業と
エンジェル投資家の架け橋に
エクイティファイナンスの支援

企 業ＰＲ 今まで培ってきたコネクションを活用し、デット（融資）
、エク
イティ（出資）での資金調達調達支援や、投資家にアプローチするための
事業計画・資本政策作成を支援します。
50名を超えるエンジェル投資家とのリアルマッチングを行っております。
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ビジネスフォーム印刷

エニカ株式会社

〒102-0084 東京都千代田区二番町11-9 花ビル5F
TEL. 03-3221-0137 FAX. 03-3221-0138
http://www.enica.co.jp/

未来に向かって前進する開発型企業
事業内容
企 業ＰＲ

事業内容
デザイン制作（会社案内、カタログ、マニュアル、広報誌、社
内報、教科書、パッケージ、ホームページ、デジタルサイネージ、スキー・
スノーボード他）、ブランディング、CI・VI計画、ロゴマーク・キャラクター
制作、ネーミング、商業施設計画、商品開発、ビデオパッケージ企画制作、
CSR・SDGsセミナー企画及び講師 他
企 業ＰＲ 弊 社 はCSR経 営 を 基 本 に、
SDGsをソーシャルデザインカンパニー
の大切な指標と考え、未来へつづく社会
の課題解決への取り組みを積極的に行っ
ています。デザインこそSDGsの目指す
「変革のエネルギー」だと考えます。

エキスパートフォース株式会社

事業内容

〒102-0072 東京都千代田区飯田橋1-12-1 Daieishaビル4F
TEL. 03-6256-8404 FAX. 03-6256-8405
https://www.ablegroup.co.jp/

印刷およびフィルム加工品の製造販売
「個人情報保護」「環境問題」に配慮したECOシート。
ECOシートとは、隠ぺいシールが一体化したハガキです。

10

株式会社エコテクノ

〒101-0054 東京都千代田区神田錦町1-14 立花日英ビル7階B
TEL. 03-5244-5253 FAX. 03-5244-5254

事業内容

1．高齢化社会に対応する、商品開発及び特許取得
カワモト式らくらく介護ロボット
2．環境問題に対応する、商品開発及び特許取得
CO2削減する、半導体を使った冷却装置（エコクール）
企 業ＰＲ

開発テーマを決めて、企画・開発・試作をし、マッチング企業との連携及
び事業化委託をする。

12

情報通信業

株式会社 NTT 東日本-南関東
〒104-0061 東京都中央区銀座8-2-7
TEL. 0120-525-281（平日 9:00 ～ 17:00）

ICTのお困りごとはNTT東日本にご相談ください！
事業内容
顧客企業のビジネス変革パートナーとして、オフィスのICT化や
情報セキュリティ対策に加え、ICTを活用した働き方改革など、それぞれの
企業が抱えている課題について、最適な解決方法をご提案します。
企 業ＰＲ

こんなお困りごとはないですか？
○ICT環境について相談できる担当者がいない
○オリンピック、パラリンピックに向けて何か準備が
必要？
○働き方改革って何から始めればいいの？
コンシェルジュが何でも相談に乗りますので、
お気軽にブースにお越しください。

2

開発・製造・販売

13

ITサービス

ENECHANGE 株式会社

〒100-0004 東京都千代田区大手町2-6-2 日本ビル3F
TEL. 03-6774-6607 FAX. 03-6800-2101
https://enechange.jp/biz/input/

完全無料の法人向け電力会社比較サービス『エネチェンジBiz』
事業内容
日本最大級の電力ガス比較サイト『エネチェンジ』を運営。出展
する『エネチェンジBiz』はお客様満足度も90%以上の人気サービスです。
★電気代削減：9割以上のお客様に平均削減率15%を提案
★完全無料 ：一切無料で利用可能
★簡単見積 ：電気明細書を提出するだけ
規模、業種問わず全ての電気ユーザーに電力コストの削減提案をしており
ます。貴社でも是非お試しください。
企 業ＰＲ ビジネスフェア当日電気明細書を過去12か月分お持ち頂けれ
ば、その場で見積試算を受付致しますので、是非ご持参ください！

15

放送関連（運用・技術・制作など）、その他サービス業（LED照明事業ほか）

14

卸売業

FTIJAPAN 株式会社

〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-1-10 神田NKビル2階
TEL. 03-6260-9647 FAX. 03-4496-4482
https://ftijapan.co.jp/
事業内容

水産貿易事業／水産開発事業

企 業ＰＲ FTIJAPAN株式会社は、インドネシア産の生鮮黄肌マグロを日
本に輸出し、独自ブランドで販売する取り組みをしています。弊社の強みは
インドネシア国営水産会社（Perinus）とパートナーシップによりマグロの
漁獲、加工から日本へ空輸、販売に至るまでのサプライチェーンを一貫して
手掛けていることです。「天然・生・無添加」の高品質マグロを日本の食卓
に届けることを事業の目的としています。
また、日本国内ではインドネシア産マグロを「MAGURONESIA」としてブ
ランド化し高品質なマグロをアピールしています。
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教育・IT・広告

MX テクニカルサービス株式会社

株式会社エム・マーケティング

照明LED化は、いま替えどき！！

良い人が勝つ社会を創る

〒102-0092 東京都千代田区隼町2-13
TEL. 03-5213-1973 FAX. 03-5213-1974
http://www.mxtv.co.jp/mxtechnicalservice/

事業内容

事業内容

・放送技術関連の業務請負
・放送関連システムの開発と販売
・放送関連システムのコンサルティング
・放送関連番組の制作技術業務請負
・放送用記録メディア、
データ記録用メディア
（光ディスク、
テープ、
メモリ）
販売
・その他放送・映像・イベント関連業務
・事務用LED照明、器具販売及び施工
地上波テレビ局「TOKYO MX」の放送技術業務会社として発足し
ました。
ビジネスフェアでは、放送業務に限らず一般、企業向けの業務として進
めている照明 LED 関連事業を中心に展示・説明します。電気代削減、管理費
削減に照明の LED 化は効果的です。品質とコストパフォーマンスの視点から
最善の LED 化プランを提供します。
テレビも照明も気軽に明るく、を目指す当社にご相談ください！
企 業ＰＲ
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IT・Web マーケティング

株式会社エン・デザイン

〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台1-8-6 第一お茶の水ビル3F
TEL. 03-3518-2337 FAX. 03-3518-2338

世の中を幸せにする仕組みを作る
事業内容

〒102-0083 東京都千代田区麹町3-2-9 麴町PREX5階
TEL. 03-6804-5580 FAX. 03-6701-2480
https://mmark.co.jp/

Webマーケティングツール「Rulesome」
採用効率化ツール「Rulesome interview」
HP制作・動画制作・グラフィックデザイン
チラシ・パンフレット・名刺作成など

企 業ＰＲ どんな施策（マーケティング/チャネル）においても通過する重
要な媒体がWEBサイトです。
お客様が辿り着いた際に、ガッカリされてしまわないようなWEBサイト作り
が欠かせません。
Rulesomeはマーケティングに必要なあらゆる要素や技術ノウハウを初期か
ら盛り込んだ『スターターパック』です。
作って終わりのWEBサイトから、マーケティングツールの側面を持ったWEB
サイトを実現。制作/管理/効果測定ま
ですべてRulesomeで対応することが
できます。高額になりがちな制作費用
を抑え、お手頃価格にてご提供します。

【社会人向け教育事業】
ビジネス講座の企画・販売・運営、著名人のビジネス講座を総合プロデュー
スします。個人事業主、中小企業経営者、著者まで53業種の実績あり。
あなたの経営ノウハウをビジネス講座にして世の中に広めませんか？
【広告代理事業】
SNS広告、リスティング広告運用代行、LP制作から、集客コンサルティン
グまでお客様に最適な広告運用を「オーダーメイド」でご提案します。
企 業ＰＲ 過去の圧倒的な実績に基づくプロデュース力にて御社を支援し
ます！治療院向けビジネス講座で売上高約４.４億円、書籍出版ノウハウ講
座で売上高１.３億円、コンサルタント養成講座で売上高約１.５億円など…
各業界で億越えのプロモーションを手掛けてきた、当社のプロデュース力で
講師のビジネスノウハウを、更に魅力的なコンテンツとして発信していきま
す。また、広告運用集客額33億円以上の実績を持つ当社では、広告運用
代行業も行なっています。多様化したインターネット広告の中で、御社のビ
ジネスに最適な方法で運用いたします。
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総合建設業

株式会社 OST ブレーン

〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-11-13-302
TEL. 03-5210-2244 FAX.03-5210-4466
http://www.ostburein.co.jp/

オフィス業務効率化による働き方改革を推進しよう！
事業内容

建築設計及び監理
ビルリノベーション
オフィス移転
内装設計施工
飲食・アパレル等設計施工
耐震工事設計施工

企 業ＰＲ 設計施工が基本です。デザイン・施
工管理も全て自社で賄います。建築工事及び設
備工事であれば何でもお手伝いできます！

3
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かるたの製造・販売

株式会社 奥野かるた店

〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台3-5
TEL. 03-3292-3301 FAX. 03-3291-5198
www.kihara-lib.co.jp/

「奥野かるた店」
は、
かるたをはじめとした室内遊具を扱うお店です。
1921年に「奥野一香商店」として創業。昭和54年には、神田・神保町の
現店舗に移動し、一般消費者への販売も拡充しました。
2009年11月に店舗の2Fを新装し、ゆったりとした展示スペースとしました。
メーカーとしても、奥野オリジナル商品の開発を行っています。
事業内容

企 業ＰＲ 店舗では、かるたや
百人一首、トランプをはじめと
する国内外のカードゲーム、囲
碁、将棋、麻雀、チェスやパズ
ルなど、広範囲に室内ゲーム品
を取り揃えております。みなさ
まのご来店を心よりお待ちいた
しております。

サービス業

株式会社

共立メンテナンス

●
●
●
●
●

企 業ＰＲ 基幹事業を「寮事業」と「ホテル事業」とし、事業領域の拡大を
図りながら成長を遂げてきました。また、高齢者向け住宅を提供する「シ
ニアライフ事業」、自治体と連携して公共
サービスを支援する「PKP事業」を展開
し、多様に変化する社会情勢を見据えな
がら、幅広いフィールドで住環境やサー
ビスを提供しています。

人材サービス

株式会社クオリティ・オブ・ライフ
〒101-0046 東京都千代田区神田多町2-2-22 千代田ビル2F
TEL. 03-3526-6751 FAX.03-3526-6752
https://www.qol-inc.com/
https://2nd-pro.com/

雇用しないで業績アップ！ 退職後のハイスキル人材活用
事業内容
経営課題の解決に特化した人材活用サービス「Engun（エング
ン）」。大手企業を中心に一つの専門分野で10年以上の職歴を持つ専門家が
4000名以上登録しています。販路拡大、海外進出、人事・採用、生産性向上、
技術伝承など多様な分野の支援が可能です。
企 業ＰＲ 貴社の課題に合わせて、プロジェクト形式で専門家が支援しま
す。必要なノウハウを必要なときに活用でき雇用リスクがありません。先人
の経験が事業の成長、企業の活性化につながります。

4

図書館設備・用品・管理システム、博物館・美術館設備等

企 業ＰＲ キハラはこれまでの105年と次の100年も『図書館の皆様のパー
トナー』として、「モノ・ヒト・コト」を柱に図書館そして社会に何ができ
るかを考えてまいります。
今回の展示では、本や書類の多い図書館でのノウハウを活かし、皆様のオ
フィス環境の改善、フリーアドレスオフィス等の「働き方改革」のお役に立
てる製品を展示いたします。
是非、キハラブースにお立ち寄りください。
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銀行業

思いを預かる。思いをつなぐ。

dormy inn（ビジネスホテル）
共立リゾート（リゾートホテル・癒しの湯宿）
ドーミー（学生寮・社員寮）
ドミール（ワンルームマンション）
ドーミーシニア（高齢者向け住宅）
PKP（自治体業務受託）
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事業内容

【神田中央支店】〒101-0052 東京都千代田区神田小川町3-3
TEL. 03-3293-5941
【神田支店】〒101-0047 東京都千代田区内神田2-3-4 S-GATE大手町北2階
TEL. 03-3254-2311
https://www.kiraboshibank.co.jp/

よい朝のために。
●

本をひらく人を支える

株式会社きらぼし銀行 神田中央支店・神田支店

〒101-8621 東京都千代田区外神田2-18-8
TEL. 03-5295-7777 FAX. 03-5295-2056
https://www.kyoritsugroup.co.jp/

事業内容

図書館設備・用品メーカー

キハラ株式会社

〒101-0051 東京都千代田区神田神保町2-26
TEL. 03-3264-8031 FAX. 03-3230-1512
www.okunokaruta.com/
okuno@okunokaruta.com
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事業内容
きらぼし銀行は東京・神奈川を中心に164店舗を有する都市型
地銀グループです。「独自性のある金融サービスの提供により、地元地銀と
して永続的に存在する きらりと光る銀行」
「お客さまや地域経済の発展に
貢献するために、東京圏の特色を活かして挑戦し続ける チャレンジする
銀行」「お客さま、地域、職員の “思い” を大切にして、常に信頼され必要
とされる存在になる 思いをつなぐ銀行」を経営方針として、さまざまな事
業に取り組んでいます。
企 業ＰＲ 「首都圏における中小企業と個人のお客さ
まのための金融グループとして、総合金融サービスを
通じて、地域社会の発展に貢献します。」という経営
理念を掲げ、首都圏においてお客さまから真に愛さ
れる地域No.1の都市型地銀グループを目指します。
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官公庁

熊本市（東京事務所）

〒102-0093 東京都千代田区平河町2-4-1 日本都市センター会館9F
TEL. 03-3262-3840 FAX. 03-3237-1090
http://www.city.kumamoto.jp/

ビジネスでも観光でも！ 来なっせくまもと！
事業内容
熊本市東京事務所では、熊本市の首都圏での窓口として、熊本
市のシティプロモーションや企業誘致活動、MICE誘致活動を行っています。
企 業ＰＲ 熊本市は人口約74万人。上水道水源の100％を地下水でまかな
い、蛇口をひねればミネラルウォーターが出る豊かな自然環境と優れた都市
機能とを兼ね備えた九州の中枢都市です。
現在、2016年に発生した熊本地震からの着実な復興を進めるとともに、中
心市街地の再開発や熊本駅ビルの開発など大規模なプロジェクトが進行し
ており、より魅力的なビジネスの拠点として
飛躍することが期待されています。ソフト面
でも、充実した企業立地補助制度と万全なサ
ポート体制で企業の皆様をご支援いたします。
また、今秋は熊本地震の被害を受け修復中
の熊本城の特別公開や、女子ハンドボール世
界選手権大会が開催されます。
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情報通信業
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機械器具製造業（通貨処理機）

株式会社グリーン・シップ

グローリー株式会社 ビジネスイノベーションセンター

声の力で音声インフラのスタンダードモデルを
目指します！ 作業はロボット、仕事は人で。

わずらわしいレジ締め業務、
無料アプリ「レジとも」で簡単にしてみませんか？

〒102-0093 東京都千代田区平河町1-7-15 柳下フラッツ3F
TEL. 03-4405-7163 FAX. 03-6675-9735
https://www.green-ship.co.jp/

事業内容

〒101-8977 東京都千代田区外神田4-14-1 秋葉原UDX19階
TEL. 03-6811-6723 FAX. 050-3737-7581
https://www.glory.co.jp/

クラウド型自動受架電コールサービス「ロボットコールセンター」
のサービス提供、選挙調査受託業務

企 業ＰＲ 当社は1日最大1000万件架電可能なオートコールインフラを保
有しており、選挙での情勢調査などの受託業務と2018年世界発信コンペ
ティション優秀賞を受賞した特許取得のクラウド型自動受架電システム「ロ
ボットコールセンター」のサービスを提供しております。
ロボットコールセンターではオペレーターで運用しているコールセンター業
務を自動化することでクオリティの平準化、人
材不足の解消、生産性の向上などを実現するク
ラウド型コールサービスです。リマインド、告知、
督促、集客、契約確認、受電対応などのアウト
バウンド・インバウンド業務に加え、SMSのリ
アルタイム一斉配信機能も搭載しています。
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認定NPO法人

認定特定非営利活動法人「経営支援NPOクラブ」
〒101-0047 東京都千代田区内神田1-5-13 内神田ビル1F
TEL. 03-5577-6785 FAX. 03-5577-6786
https://www.ka-npo.com/

（１）中小企業の経営相談（マーケティング・新商品開発・
生産性向上）、販路開拓（マッチング）、展示会・商談会
（バイヤー企業招致）海外支援展開（翻訳・HP英文作成等）
（２）次世代育成支援（企業・自治体および学校・教育機関へ
の講演会・セミナーの講師派遣）

企 業ＰＲ 実 務 経 験 豊富な企 業ＯＢ約220名
が、人的ネットワークを駆使し、チームワークを
組んで、中小企業の販路開拓支援を行います。
また、豊富なビジネス経 験と知見を活かし、
企業や学校での講演会・セミナーを実施して
います。
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印刷業

株式会社研恒社

〒102-0073 東京都千代田区九段北1-1-7 カーサ九段2階
TEL.03-3265-8961 FAX. 03-3264-1995
http://kenkousya.jp/

自分のライフスタイルにあったノートを作成
事業内容

○オリジナルノート作成サービス「kaku」
周年事業の
「記念品」
、
チームの卒団
「記念品」
「
、趣味のノート」
「
、販促ツール」
など
○折畳み式携行パネル「折りパネ」
企 業ＰＲ 自分のライフスタイルに
あったノートを、設 計し購入できる
サービス「kaku」を提供しています。
サービス名の由来は「書く、画く、
描く」の「kaku」。表紙のデザイン・
罫線・用紙・綴じ方など、自分で選
ぶことができ、１冊からお作りいた
だけます。

企 業ＰＲ 無 料 のアプリサービス「レジとも」で、
レジ締め業務のわずらわしさを解消！
レジの精算レシート・精算レポートを、お持ちのスマ
ホ・タブレットで、パシャっと撮って送るだけ。毎日
の売上データを自動で集計、わかりやすく見える化
します。
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情報サービス及び機器販売

株式会社ゲネシスコンマース

〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-2-6 東京俱楽部ビルディング9階
TEL. 03-6205-7268 FAX. 03-6205-7702

災害対策、悪天候や暗闇でも
真実を見抜く鮮明化・画像解析技術
暗号化秘匿技術によるセキュリティ対策

私たちにおまかせください！
中小企業の販路開拓支援＆次世代育成支援
（講演会・セミナー）
事業内容

事業内容
通貨処理機のパイオニアとして知られるグローリー。身近なシー
ンでは、お店の現金管理業務をサポートする自動つり銭機、効率的な店舗
運営を実現する券売機など、さまざまな分野において人々の暮らしを便利
に、そして快適にする製品を生み出してきました。情報を正しく判断する『見
極めるテクノロジー』で安心して暮らせる社会をデザインします。

事業内容
画像・映像の鮮明化や解析、強固な暗号化データ通信・保存
などセキュリティ関連商品・システムを取り扱っております。お取引先とし
ては防衛関連、警察関連、警備関連、放送関連等がございます。
企 業ＰＲ 世界最先端のデジタル映像鮮明化技術を有しており、実績とし
て東日本大震災による福島原発第一爆発時の定点カメラ映像をクリアにし、
テレビ映像での配信を可能にしました。また、セキュリティ対策の製品・シ
ステムでは、G20の警備関係にも携わり、東京2020オリンピック・パラリ
ンピックの準備等を含め、お問い合わせを多くいただいています。
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金融業（信用金庫）

興産信用金庫

〒101-0035 東京都千代田区神田紺屋町41（本店）
〒101-0051 東京都千代田区神田神保町1-40（本部）
TEL. 03-6739-7700（代表） FAX. 03-6739-7731
http://www.shinkin.co.jp/kosan/

未来へ、今日も明日も。
事業内容

創立：大正12年3月23日
出資金：25億19百万円 会員数：26,360名
店舗数：20店舗 常勤役職員数：354名
預金：334,158百万円 貸出金：189,550百万円
（平成31年3月現在）

企 業ＰＲ 当金庫は事業所の多い千代田区に本店を置き、都内に19支店を
有し広域な営業基盤における情報網を発揮し、店舗近隣の事業所やそこに
従事される方々また居住者の方々へ “人的つながり” にもとづいた金融および
非金融サービスの提供等による課題
解決を通じ、お取引先の成長・発展、
地域の活性化に向けた貢献をしていく
ことがビジネスモデルと考えています。

5
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筆耕業

輸入・国内販売

株式会社 弘周舎

株式会社光洋

ひと文字 ひと文字 に真心を込めて

オプトエレクトロニクスの
コンサルテイングと販売

〒101-0045 東京都千代田区神田鍛冶町3-5-2 KDX鍛冶町ビル1階
TEL. 03-3252-2625 FAX. 03-3252-2636
https://www.koshusha.co.jp/

事業内容

賞状、目録、のし袋、封筒・はがきの宛名等の毛筆筆耕

企 業ＰＲ 手 書き文 字 を主 力商 品としている弊 社、その 素 晴らしさを
伝える事、伝 統を後世に繋げていく事が弊 社の使命と考えています。
力強さも繊細さも真面目な文字も遊び心のある文字も表現できるのは手書
きならではです。弊社の経験豊富なプロの筆耕者があらゆる文字を真心
を込めて書かせて頂きます。また功績を残した方への深い敬意を表す感
謝 の 気 持 ちを 真 心 を 込 めて お 伝 えする お 手 伝 い をさせ て 頂 きま す。
贈る人の伝えたい想いを増幅し贈られた人の心に感銘をもたらす、その
ような人から人への深い想いを大切に書き上げています。
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デザイン・情報処理サービス業

株式会社向陽デジタルワークス

〒101-0048 東京都千代田区神田司町2-16-4 佐一第二ビル5F
TEL. 03-5289-7687 FAX. 03-5289-7688
https://click.jp/

デジタルであなたのわがままをデザインします。
事業内容

企 業ＰＲ

大学・学校シラバス制作クラウドサービス開発・運用
Webアプリケーション受託開発・運用
（オープンソースシステム開発）
Webサイトのデザイン・制作・解析・マーケティング
デジタル映像編集・アニメーション・モーショングラフィック制作
DB自動組版・DTP
印刷物制作関連の情報処理
社内教育・研修の講師
モバイルアプリ企画・制作
我々のやるべきこと
1. お客様の目的達成の為の手段のご提案
2. お客様を成功へ導くものづくり
3. 新しい価値を創造
「よいものづくり」3つのキーワード
機能 美しさ 独創性
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外国人大学生の紹介、空気感染対策製品の製造販売

株式会社コムラック

本社：〒341-0004 埼玉県三郷市上彦名7番地
TEL. 048-950-6600 FAX. 048-959-0820
東京オフィス：〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町2-5-1 林精密ビル2階
TEL. 03-5298-6185 FAX. 03-5298-6186

・人手不足を優秀な外国人大学生で解消！
・ノロウィルスの脅威を紫外線が守る！
事業内容

・サーバラックや特注品の設計製造販売
・感染症対策製品事業
・外国人大学生のインターンシップ就業事業

企 業ＰＲ

１）人材不足解消！将来の幹部候補
にもなり得る、優秀な外国人大
学生を先ずはインターンシップで
採用してみませんか？
２）空気感染する代表例、ノロウイ
ルス・結核・麻疹をUVC紫外線
の殺菌力で感染予防！

6
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〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-10-1 有楽町ビル
TEL. 03-3213-1571 FAX. 03-3284-0167
http://www.koyo-opt.jp/

事業内容

光学機器全般のコンサルテイング
光学関連機器・基材の輸入及びメールオーダ―による国内販売
国内調達の光学関連基材のメールオーダ―による国内販売

企 業ＰＲ

欧米をはじめ国内の常に先進
の ア イ テ ム をWEBで 紹 介、
販売とコンサルテイングを
行っております。
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組織変革・人材育成コーチング

株式会社コーポレートウェルネス

〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町3-31-902 クリエイト紀尾井町
TEL. 03-6261-6309（代表）
https://corpwel.com/

【信頼と実績】提案営業の育成ならお任せください！
事業内容
セールスパーソンの提案営業力を育成する体験型トレーニング
「バリューセリングゲーム」を紹介させて頂きます。このプログラムは、弊
社代表・稲葉直彦の37年間に及ぶ提案営業の育成に関する豊富な経験と
実績、研究の集大成から生まれました。体験会へのご招待もございます。
ぜひ、お立ち寄りください。
企 業ＰＲ

あなたの会社の営業、ひとつでも思い当たることがあればご相談ください。
❍ お客様からの言いなりになってしまう
❍ 競合会社とぶつかると、直ぐに値引きをしてしまう
❍ お客様の課題、問題点をきいて提案営業することができない
❍ 営業実績があがらないのは、商品が悪いからだと言い訳をする風潮がある
❍ お客様からのクレームにうまく対処できない
❍ 誰がどれだけ売る力があるのか、
営業実績以外に客観的に把握できていない
❍ 営業マネジャーのパワハラをなんとかしたい
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経営コンサルタント業

株式会社コムラッドファームジャパン
〒101-0051 東京都千代田区神田神保町3-2-1 サンライトビル8階
TEL. 03-6261-5351 FAX. 03-6261-5352
https://www.comrade-ﬁrm.co.jp/

わが社は「やりがい・いきがい・働きがい」を
創造する会社です
事業内容
当社は中小企業診断士の資格を持つコンサルタント集団として
中小企業様の経営支援サービスを展開しています。経営の安定化・売上アッ
プを支援する「売上ＵＰの右腕」サービス、資金調達を支援する「補助金
の右腕」サービスなど、中小企業様が抱える経営課題を解決するサービス
を提供しています。
企 業ＰＲ 毎月の売上が安定しない、最近売上が落ちてきている、
もっと売
上を伸ばして会社を拡大したい！といった売上に関するお悩みはありません
か。当社のブースでは中小企業診断士の資格を持つコンサルタントが無料の
経営相談を行っています。ぜひお越しください。
また、補助金について興味ある方もお待ちしています。貴社の事業内容に
あった活用できる補助金を紹介させていただきます。ブースにお越しの方は、
「2020年版活用できる補助金リスト」をプレゼントします。
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販促支援、コミュニケーションツール制作

株式会社三幸企画

〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台3-7 神田旅館組合ビル3Ｆ
TEL. 03-3295-2371 FAX. 03-3295-5301
http://www.ganesh.ne.jp/

御社はプロモーションで成果をあげていますか？
販促支援やコミュニケーションツール（ウェブサイト、会社案内、
カタログ、映像など）の企画、制作。

私たちはBtoB企業の商談を支援
し、売り上げをアップさせることをミッション
としてパンフレット制作や、展示会出展、広
告活動のお手伝いをしています。
BtoBの販売促進を成功させ売り上げアップ
をもたらすためには、一般消費財の販売促進
とはまったく異なるノウハウが必要です。私
たちは50年以上にわたるBtoB企業の販促支
援で培ったノウハウで御社に成果をもたらし
ます。

地球環境に貢献する商社
事業内容

企 業ＰＲ
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情報サービス（システム開発／デジタル広告運用代理業など）

〒101-0041 東京都千代田区神田須田町2-23-1 天翔秋葉原ビル6F
TEL. 03-6278-9054
https://xeforward.tokyo/

Web広告・集客・プロモーションのことなら
何でもお任せ！

企 業ＰＲ 宣伝プロモーションやWebマーケティングのことなら何なりとご
相談ください。販促、集客、ブランディングなど貴社の目的に合わせた最
適な施策をご提案いたします。現在のWeb広告運用や成果にお悩みの方に
も、効果的な改善案をお話しすることが可能です。そのほか、広告運用以
外でもWebサイトの作成を始め、システム導入、
RPA(業務自動化)、デザインなど全て一括して
お任せください。情報技術とマーケティングの
専門担当者が貴社の課題を解決いたします。

出版業

株式会社晶文社

〒101-0051 東京都千代田区神田神保町1-11
TEL. 03-3518-4940 FAX. 03-3518-4944
https://www.shobunsha.co.jp/

多彩なジャンルの書籍を刊行する出版社
晶文社は、人文書・文芸書、学校案内書、資格検定書を刊行
している出版社です。人文書・文芸書においては、ウィリアム・モリス、レイ・
ブラッドベリ、エンツェンスベルガー、植草甚一など、時代を超えて読み継
がれる出版物を刊行しています。また、学校案内書や資格検定書は、紙媒体、
web、アプリと幅広く展開しています。
事業内容

企 業ＰＲ 2014年３月『吉 本 隆 明 全 集』
（全38巻・別 冊１）の 刊 行を開 始。吉 本
隆明氏が生前執筆したすべての著作を網羅
し、思索の全体像と展開の過程がわかり
やすいよう編年体で構成しています。約
270篇にもおよぶ評論・エッセイを初収録。
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地図企画・編集・制作・出版業

株式会社ジェオ

〒101-0051 東京都千代田区神田神保町2-28 神田製本会館ビル3F
TEL. 03-3237-3356 FAX. 03-3237-3229
http://www.geo-prd.co.jp/
info@geo-prd.co.jp

株式会社ジェオは神田神保町で地図を作り続けて29年。
お客様のご依頼ご要望に合わせた様々な地図を作成しています。

リスティング・SNS広告を始めとしたデジタル広告の運用
Webサイト・Webアプリケーションの構築
システム導入による業務の効率化・自動化
その他のITコンサルティングサービス
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油・水溶性薬品等の吸着材、環境対策製品の輸入販売。
換気用、排水用フィルター素材、耐熱耐切創手袋の販売。

企 業ＰＲ 工場などの作業現場や研究室などの屋
内はもとより、河川など屋外での使用にも対応す
る多彩な製品を揃えています。Ｇシステム吸着材は
自重の10倍以上を吸着します。また、ユーザーの
ニーズに合わせたサイズカットも承っています。
製品は自社倉庫に在庫していますので急な漏洩事
故にも対応いたします。

Xeforward 株式会社（ジーフォワード株式会社）

事業内容

輸入卸売商社

Ｇシステム株式会社

〒102-0093 東京都千代田区平河町1-4-12 平河町センタービル10F
TEL. 03-5210-3191 FAX. 03-5210-3193
www.sankokikaku.co.jp/

事業内容
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事業内容
地図制作について、鳥瞰図、世界地図、日本地図、道路地図、
市街地図、住宅地図、防災地図、山地図、店舗案内図、観光ガイドマップ、
鉄道路線図、イラストマップなどの各種地図、パンフレット、ポスター等の
企画・編集・制作を行っています。
企 業ＰＲ 「地 図がほしいけど、どん
な地図を掲載したら良いかわからない」
など地図制作でお悩みでしたら、まず
はお気軽にご相談下さい。
※弊社オリジナル都市鳥瞰図ポスター、
クリアファイル、スマホケースグッズ
等販売しています。
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研修・社員教育

株式会社シンプルプラン

101-0031 東京都千代田区東神田1-4-13 芙蓉東神田ビル5階
TEL. 03-6808-0231 FAX. 03-6808-0235
info@simple-plan.jp
http://www.simple-plan.jp/

変わる「きかっけ」を創る、研修会社
～ AI教育事業「CSEA」（シー）を提供～
事業内容

企業向け社員研修、教育事業、セミナー・講演事業
AIシステムの開発の知見を活かした教育事業「CSEA」（シー）
の提供

企 業ＰＲ 企業の課題解決に向けたオーダーメイド研修の提供。本年度よ
り、“実務で 使える” をコンセプトとしたコンテンツAI教育事業「CSEA」
（シー）の提供を行っております。CSEA(シー )とは、
「Computer Science
& Engineering Academy」の略称で
す。機械学習のプログラミングに必要
なPython基礎の習得から、実際に構
築したAIモデルをサービスに実装・組
み込むところまで、人工知能を体系的
に学べるAIスクールです。

7
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プラント配管機材の専門商社

鈴木治作株式会社

「伝統」
は、革新のうえに。
― 流体制御エンジニアリング技術で、新時代をリードします。
事業内容
鋼材類の商社としてスタートした当社は、昭和36年、
ステンレス鋼
製バルブの本格販売と期を同じくし全国営業ネットワークの構築に着手。他
方、流体制御機材の取扱種類の多様化等により、専門商社としての業容を着実
に拡大してきました。現在、工業用ステンレスバルブの取扱高では国内屈指の
規模を誇っております。専門商社に求められる機能は、商品・機材の納入だけで
なく、
エンジニアリング技術サービスの提供（「技術の販売」）
であるという信念
に基づき活動を続けてきた成果だと確信しております。
企 業ＰＲ
当社は、
プラント配管機材の専門商社として、大手プラントメーカ
等に対して、
「省力化並びに安全性確保に資する自動バルブの安定供給」
を使
命としております。具体的には、①自動バルブの納期短縮を可能とする
「メーカ
認定の自社工場の保有」、並びに②長期にわたる流体制御のノウハウの蓄積に
基づく
「有効在庫の確保」等により、配管機材の安定供給を実現しております。
今後は、
「 配管機材のオーダーメード」を一層可能とする
「自社工場の拡充」
（ハード面）
と、
ソリュ－ション業務を遂行できる人材の育成（ソフト面）
を強化
することで、更なる社会貢献を目指していきます。

映像システム制作

および

ソフトウェア開発

〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-1-1 明治生命館5階
TEL. 03-6256-0367 FAX. 03-3213-6081
http://www.sekisho.co.jp/

働き方改革をお手伝いします！！
事業内容
1908年の創業以来、主に石油製品の販売を行って参りました。
これまでに事業分野の拡大と多角化を繰り返し、東京支店においては、「ビ
ジネスライフ」と「エネルギー」を提供しております。オフィス用品・IT機器・
業務ソリューションのビジネスライフ事業と、燃料・潤滑油等のエネルギー
事業で、お客様の発展をご支援しております。
企 業ＰＲ お客様の働き方改革の一助となるよう、自社開発したクラウド
型の勤怠管理サービス「ADVANCE勤怠クラウド」をご提供しております。
専任スタッフが、お客様の運用に合わせて柔軟に対応し、導入から活用す
るまでをしっかりサポート致します。利用される方がわかりやすく、使い
やすいサービスを目指し、常に新しい機能
を提 供しております。様々な業 種でご採
用頂いた実 績とノウハウで、お客 様の 働
き方改革をお手伝い致します。
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結婚相手ご紹介サービス業

株式会社 ゼロユニット

全国仲人連合会 神田須田町事務所

こんなソフト作りたい！ なんでも相談してください！

安心で良質な婚活で、幸せな結婚を！

〒102-0083 東京都千代田区麹町6-4-9 ミュゼ麹町702号
TEL. 03-6808-1587 FAX. 03-6808-1587
http://www.zerounit.com/

事業内容

〒101-0041 東京都千代田区神田須田町2-8-19 パレドール神田703
TEL. 03-3527-1422 FAX. 03-3527-1423
https://mm.twinstar.jp/

映像関連のシステムやソフトウェアの制作、開発を行っています。

企 業ＰＲ イベントや展示会、博物館な
どに展示するような映像システムや、人
の動きをセンシングしてインタラクティブ
動作するコンテンツ、デジタルサイネー
ジから、VRコンテンツ制作まで、なん
でもご相談ください。実績多数。過去の
実績、コンテンツも是非、見に来てくだ
さい！
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情報サービス業

〒101-0052 東京都千代田区神田小川町1-4-2 風雲堂別館ビル3F
TEL. 03-3257-1665 FAX. 03-3257-1697
http://www.time21.co.jp/

システム構築のプロの集団です
事業内容
株式会社タイムは情報サービス業としてソフトウェアの製造販売
以外に、化粧品の製造販売や、児童の安否確認サービス、介助マッチング
サービスなど多分野において事業を展開しています。
企 業ＰＲ わが社にとって最も大切なのは人材
です。社員を採用育成し、成長させることで会
社は継続し発展していきます。社員教育の成果
として、ひとりひとりの技術と意識が向上し、
2018年8月には特許第6386624号を取得しま
した。この特許をこれから商品化し、新しいビ
ジネスを立ち上げていきます。

事業内容
幅広い会員層の中からご本人のご希望に添った結婚相手を、お
見合いという形で一緒に探して参ります。お相手探しからご成婚までひとり
の仲人がきめ細かなサポートでお世話させていただきます。
企 業ＰＲ 全国仲人連合会は昭和45年発足
の伝統と信頼ある結婚相談所です。
安心の会員制の結婚相談所で、結婚を真剣
に考えている方の中から結婚相手をお探しい
ただけます。当社のこれまでの紹介方法から、
更に出会いのチャンスが広がるコネクトシッ
プコースが加わりました。
初婚の方はもちろん、再婚、シニア婚も歓迎
いたします。ご相談は秘密厳守・無料ですの
で、是非一度ご相談ください。

株式会社タイム

8

総合商社

関彰商事株式会社

〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-1-20
TEL.03-3862-4731 FAX.03-3862-1393

45

44

48

洋紙卸売業

株式会社竹尾

〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3-12-6
TEL. 03-3292-3621（第一営業部直通） FAX. 03-3295-3978
http://www.takeo.co.jp/

「紙・デザイン・テクノロジー」を極めることで
紙の可能性を広げ、社会に貢献していきます。
事業内容

1．一般印刷用紙及びファインペーパー（特殊印刷用紙）の販売
2．紙の輸出入
3．製品開発・紙加工品（封筒・ステーショナリーなど）の企画販売
4．物流機器設計・販売・オフィス家具・OA機器の販売など
企 業ＰＲ 当社は1899年の創業以来、紙の専門商社として色や風合い、
豊かな素材感を持つ高級特殊印刷用紙「ファインペーパー」の開発と提供
を通じ、紙の発展に寄与してきました。国内外の製紙会社と提携して先端
技術を取り入れると同時に多くのトップデザイナーとともにクリエイティビ
ティを刺激する素材としての紙を生み出しています。今回は同業卸商14社
とのコラボレーション商品として「TACT」を紹介展示させていただきます。
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電気通信工事業・電気工事業・塗装工事業

田中電気株式会社

〒101-0021 東京都千代田区外神田1-15-13
TEL. 03-5256-1203 FAX. 03-5256-1205
https://www.au.com/aushop/shop.E-00428/

平日も土日も開講！最短４日間でドローンパイロット
本社は秋葉原にあり、今年で創業69周年になる電気通信工事業
の会社です。
秋葉原ドローンスクールを３年前より開講しております。

秋葉原ドローンスクールでは、国土交通省推奨校となってお
り、ドローンの知識と操縦技術を最短４日間で学べます。
平日クラス・土日クラスがございます。
JR秋葉原駅から徒歩１分にあり、アットホームな雰囲気です。
また実技講習では、サッカーコート１面分
ある田中電気グランドで行います。
飛行申請手続き不要なグラウンドでドロー
ンを飛ばす事が出来ます。
スクール卒業生にはグランドの無料貸出な
ど特典もございます。

お客様と未来をつなぎます。
便利な使い方やアドバイスをさせていただきます。
事業内容

販売業

ドコモショップ秋葉原UDX店（田中電気株式会社）
〒101-0021 東京都千代田区外神田4-14-1 秋葉原UDX1階
TEL. 03-5256-4646 FAX. 03-5256-0403
https://www.tanaka-denki.co.jp/business/mobile/docomo-shop/

千代田区一のケータイショップを目指します！
事業内容
機種の購入、修理対応や購入後のアフターフォローまで幅広く対応。
法人向けの販売アフターフォローも強化しております。
またアキバ界隈で人気のスマホ教室も毎日開催中！！
企 業ＰＲ 秋葉原電気街口出口を出て右手のUDXビルの一階と駅からすぐ！
店内も100坪と広々としたスペースでごゆっくり来店いただけます。
キッズコーナーや授乳室も完備している
ので、お子様連れのお客様もご利用い
ただきやすいです。
親切で丁寧なスタッフが多く、お気軽に
ご来店いただけます。
来店予約を頂くことによりスムーズにお
手続きすることができます。
是非ご来店お待ちしております。
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Webマーケティングコンサルティング

携帯電話の販売、契約手続き。
携帯電話の修理受付。

企 業ＰＲ
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販売業

auショップ秋葉原電気街口店（田中電気株式会社）

〒101-0021 東京都千代田区外神田1-16-9
TEL. 03-3253-2818 FAX. 03-3253-1360
http://drone.tanaka-denki.co.jp/school/

事業内容
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ライフデザイン（クレジットカード、でんき、ガス）の契約。
企 業ＰＲ

出来ませんは言いません！

お客様に寄り添った対応をモットーに接客しています！
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制御機器・電子部品卸売業

中央無線電機株式会社

〒104-0032 東京都中央区八丁堀4-1-4
TEL. 03-5117-3714 FAX. 03-5541-1714
http://www.cmd-net.co.jp/

『あらゆる企業間における電子・電気および
機械関連分野のコーディネーターになる』
事業内容
当社は制御機器・電子部品の専門商社です。「電気の街」秋葉
原で設立し、今年で68年目を迎えます。
また、お客様の様々なニーズにお応え出来るよう、技術スタッフ及び
メーカーのSE資格を取得した社員により技術支援も行っております。
企 業ＰＲ 今回展示する商品『mirerubo（ミレルボ）
』は当社が開発し
たクラウド型のタッチパネル式デジタルサイネージです。インターネッ
トを経由して離れた場所にあるサイネージに画像・コンテンツ等をアッ
プロードする事が可能です。紙に代わる新しい情報媒体をご検討の際は、
ぜひ当社へご相談ください。
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環境事業活動団体

中心設計株式会社

一般社団法人 千代田エコシステム推進協議会

専門的で難解なBtoBビジネスに強い
Web集客コンサル

千代田のエコを推進しよう！

〒102-0072 東京都千代田区飯田橋1-8-10 クリエイトビル5F
TEL. 03-6261-2752 FAX. 03-6261-2753
https://web-marketing-consulting.jp/

Webで新規顧客を獲得するためのコンサルティング及び、Web
サイトの改善やリニューアル、集客専用サイトの構築と運用支援を行なって
います。
事業内容

企 業ＰＲ 社員数人のベンチャー企業から、年商4,000億円規模のグロー
バル企業まで幅広く支援し、成功させています。
特に強みがあるのは、専門用語だらけで業界外の人にはわかりにくいような
難解な分野。テクノロジー、サイエンス、
工学、ニッチ分野、システム等、先端技術
から職人的世界まで。
「普通のWeb会社では任せられない深い世
界」が得意です！徹底した学習による分野
理解・業界理解で、結果を出すためにあ
らゆる打ち手を展開していきます。

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1 千代田区役所5階
TEL. 03-5211-5085 FAX. 03-3221-3405
https://chiyoda-ces.jp/

事業内容

① 地球環境の保全または自然環境の保護及び整備を目的とする事業
② 千代田区が独自に構築した環境マネジメントシステム
「千代田エコシステム（CES）」等の運用及び推進
③ 環境教育等による人材育成
④ その他、地球温暖化対策に寄与する事業 など
企 業ＰＲ 区民・企業・教育機関・行政などが協働して、地球温暖化対策
や地域の環境改善を推進することを目的に、千代田区により設立された
団体です。
私どもの活動に、是非皆様方の
ご参加をお待ちしております。
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組合・団体

コンサルティング

千代田区日中友好協会

ディライト株式会社

伝統と文化そして創造と革新
日本・東京の中心から日中友好の情報と活動を広げる

最も損しない自社株移転の方法をお伝えします

〒101-0032 東京都千代田区岩本町1-2-13 ㈱渡東 内
TEL. 03-3861-0635 FAX. 03-3861-0636
http://www.jcfa-chiyoda.jp/

〒101-0052 東京都千代田区神田小川町1-1 イルヴィアーレ神田小川町601
TEL. 03-5283-7277 FAX. 03-5283-7278
https://www.delight-ginza.com/

事業内容

日中両国の友好都市間の文化・産業交流の推進
在日華僑及び華人との交流活動及び支援と協力
在日中国人留学生の支援事業
中国における環境の保全、保護及び環境に関する協力
文化、
芸術、教育、科学技術及びスポーツ等の公演、展示会及び公演等の開催
その他、この法人の目的を達成するために必要な事業
企 業ＰＲ 人材派遣、中国語教育、法人設立、市場調査などさまざまな中
国でのビジネス関連についてご相談下さい。
□中国語教室･講師･通訳斡旋
□中国語翻訳
□人材派遣
□ビザ取得代行
□現地法人設立業務
□弁護士・会計士紹介
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製造業

事業内容
親族内承継に特化した事業承継コンサルティングを行っていま
す。また、経済産業大臣認定経済革新等支援機関として、贈与税、相続
税が 100% 猶予される H30 年度事業承継税制のサポートも行います。
企 業ＰＲ
事業承継の際、自社株を後継者に移
転することが必要ですが、その会社や社長に合っ
た方法で移転しなければ、余計な費用が掛かっ
たり、相続争いに発展してしまうことをご存知で
すか？当社では、
「事業承継の本」著者である斎
木修次が貴社に最適で円満な事業承継プランを
提案します。
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人材確保支援事業・雇用環境整備支援事業

テラーメイト・ジャパン株式会社

公益財団法人 東京しごと財団

テラーメイトなら
● トレーニング０
● システム構築費０
● ストレス０

企業の人材確保・雇用環境整備を支援します！

〒102-0092 東京都千代田区隼町3-19 清水ビル3F
TEL. 03-5224-6277 FAX. 03-5224-6278
https://www.tellermate.co.jp/

企 業ＰＲ

企 業ＰＲ 「現金の手数えは大変だけど、自動釣銭機は高くて導入でき
ない！」というお店に朗報です。テラーメイトの現金カウンターなら、レジの
点検・精算作業をシステム構築費ゼロで効率化できます！
テラーメイトのT-ix現金カウンターは、紙幣・硬貨・金券類を1台で計数可能
です。違算の低減やレジ点検・精算時間の
削減を可能にするだけでなく、手数えに伴う
スタッフのストレスも低減します。ぜひ弊社
ブースで製品デモをご覧になってみてください。
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〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-10-3
TEL. 03-5211-2306 FAX. 03-5211-2329
https://www.shigotozaidan.or.jp/

事業内容
都内の中小企業では、労働力不足が顕著となり、採用難が深刻
化しています。
（公財）東京しごと財団では、企業の「人材確保・人材活用」
や「働きやすい職場環境作り」をサポートしています。

事業内容
テラーメイト現金カウンター・
周辺機器の輸入、販売および関連サービス、
アフターセールスサポート

電気工事業・電気通信工事業

東京システム特機株式会社

〒102-0072 東京都千代田区飯田橋4-5-11 パール飯田橋ビル1階
TEL. 03-3239-1039 FAX. 03-3239-1062
http://www.system-tokki.co.jp/

安全・品質・工事力を更に積み重ね、お客様に
「もっと出来ること」に挑み続け、明日へつなげる
事業内容
防災情報システム、鉄道・交通無線システム、防犯カメラシステム、
衛星通信システム、その他無線通信システムの調査・設計・施工、調整、
保守、販売
企 業ＰＲ 会社設立から40年間無線・電気通信工事分野の設計、施工を
手掛け、防災・消防無線システム（衛星通信システム、多重無線設備含む）、
セキュリティシステム、及び情報通信ネットワークシステムの工事・維持管
理をお客様のニーズに合ったご提案・ご提供をさせて頂いております。
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■人材確保支援事業
・企業の「人材確保・人材活用」に関するお悩み
や課題解決をサポートします。［相談窓口・人材
確保セミナー・採用コンサルティング支援］
■雇用環境整備支援
・女性の新規採用・職域拡大を目的とした設備等の
整備や、働き方改革の推進に向けたテレワーク環境
の整備を支援するため、費用の一部を助成します。
・「パパママの育児休業取得」や「介護休業の取得」
を後押しする企業を支援します。

60

卸・小売業

株式会社トキワ

〒101-0021 東京都千代田区外神田 6-4-5-9F
TEL. 03-3833-6661 FAX. 03-3833-6665
http://www.tokiwa1930.co.jp/

雨の日快適宣言
事業内容
完全防水を追求したレインウェアメーカーです。
雨の日の「傘差し運転禁止」がまだ浸透していない都市部において、自
社のレインウェアを通じて事故なく安全に過ごしていただけるよう活動
しております。
企 業ＰＲ 来年で創業90年。
「あなたのお役に……」お客様に寄り添う会社、商品
作りをこれからもして参ります。
お客様からのアンケートを基に誕生した平成29年度
東京都トライアル発注認定商品サイクルレインコート
を展示しておりますので是非、お立ち寄りください。
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機構部品の設計・開発及び販売

株式会社栃木屋

〒101-0047 東京都千代田区内神田2-11-1
TEL. 03-3254-2041 FAX. 03-3254-1435
https://tochigiya.jp/

おかげさまで70周年を迎えました。
感謝とともに、未来につながる機構部品づくり
蝶番・蓋止め・取手・錠前・キャスター・ステーといった機
構部品を設計・開発及び販売をしており、鉄道・OA機器・医療機器・住
宅設備など、あらゆる場所に組込まれ、皆様の生活の身近なところに存
在しているファブレスメーカーです。
事業内容

今年の4月に会社設立70周年を迎え
た栃木屋。これまでに培ってきたノウハウ、
技術、アイデアを基に信頼性のある美しい商
品を提供いたします。
時代のニーズに合わせた最先端の製品開発に
努めてこれからも機構部品の専門メーカーと
しての自信と誇りを持ち、あらゆる産業界の
高度な要求にお応えいたします。
企 業ＰＲ

63

税務会計事務所（ばんせい証券・保険コミュニティ グループ）

TradeTax 国際税務・会計事務所

（ばんせい証券・保険コミュニティ グループ）
〒102-0083 東京都千代田区麹町4-3-5 紀尾井観光ビル3F
TEL. 03-3264-5271 FAX. 03-3264-5273
www.japan-jil.weebly.com/

老後資金2,000万不足の助っ人
ビジネスと保険・税務 トータルプランナー
事業内容

老後資金2,000万不足？
経営者の将来の不安をなくし、明るい未来をきずく「ビジネスと
保険・税務」の統合コンサルティング

企 業ＰＲ

39年ぶり大改正「新経営者保険」プラン
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映像制作

ドリームムービー株式会社

〒102-0093 東京都千代田区平河町1-5-4 平河町154ビル5F
TEL. 03-5357-1336 FAX. 03-5357-1337
http://www.dreammovie.co.jp/

「定額動画サービス」で費用の予算化と
WEB・SNSとの連携を！
事業内容 「自分の夢や会社のありたい姿」を映像化することで実現を加速
させ、「人生とビジネス」を豊かにしていくお手伝いをする。それが当社の
創業の想いです。会社案内や商品・サービス紹介等映像制作全般を、企画・
撮影・編集・配信とワンストップで行っています。
企 業ＰＲ 業務委託契約を締結、コン 「定額動画サービス」活用事例
プライアンスを遵守し、高いビジネス
マインドで取り組む姿勢が評価をいた
だき、上場 企 業や保 険会 社・金融 業
界の制作実績が豊富です。現在注目は
「定額動画サービス」。年間の映像企画
を予算化・継続展開することで、ファ
ン（顧客を超えた熱烈な応援者）作り
コモンズ投信株式会社 会長 渋澤 健 様
をサポートしています。
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紙製品の製造・販売

株式会社日照堂

〒332-0031 埼玉県川口市青木3-11-25
TEL. 048-259-5000 FAX. 048-259-5040
http://nisshodo.co.jp/

ものづくりへのチャレンジ
事業内容
名刺はビジネスマンの顔とも言える存在。できるビジネスマ
ンなら日夜インパクトのある名刺を探しているのではないでしょうか？
勝負名刺は紙の裏面にレーザーカッターによる彫刻を施し、今までにな
いインパクトのある名刺を作成致しました。絵柄をレーザーで焦がし濃
淡をつけるため、紙の表面に3Dの凹凸がつき温かみのある風合いを感じ
ていただけます。また多彩な超微細カットを施すことができ、0.1mm単
位の加工の調整が可能になります。
企 業ＰＲ 40年以上も紙製品の製作を行ってきまし
た。封筒、名刺、紙製品をオーダーメイドでも小ロッ
トでも、お任せください。

株式会社 日照堂

〒332-0031 埼玉県川口市青木３丁目 11-25
TEL:048-259-5000
Mail : info@nisshodo.co.jp
URL : http://nisshodo.co.jp/
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総合印刷業•総合クリエイティブ業務•デジタル加工業務•印刷物の製作加工

株式会社日精ピーアール

〒101-0032 東京都千代田区岩本町1-10-5 TMMビル7階
TEL. 03-5835-2711 FAX.03-5835-2712
https://www.nspr.co.jp/

環境対応印刷で企業ブランディングを支援します
事業内容
総合印刷会社として創業84年を迎え、現在は主に商業印刷物
の作成を中心に多くのお客様からご依頼をいただいております。近年では
従来の印刷以外の様々な関連業務（web、販売促進グッズ製作、イベント
業務）などへの対応も強化しております。
企 業ＰＲ 昨今叫ばれている環境に配慮した持続可能性の事業を印刷会社
として、いろいろな側面で対応しております。廃液をなくす為の水なし印刷
の採用、更に印刷に使用するエネルギーをクリーン電力で実現。また今年
度は水なし印刷機能を更に強化する為、印刷自体のLEDUV化投資を行い、
都内の印刷工場として初めて水なしLED-UV印刷を行なっており、短納期
化などお客様のご要望に応えるよう努めております。
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日本工業大学

FAX:048-259-5000

教育・学習支援業

専門職大学院

〒101-0051 東京都千代田区神田神保町2-5
TEL. 03-3511-7591 FAX. 03-3511-7594

働きながら学べる社会人のための1年制大学院
事業内容
本専門職大学院では、技術系経営者や技術者に不足がちな、
技術経営の基礎および実践的知識と技術を、実務経験豊富な教授陣を通
じて教育します。教育体制としては、多忙な社会人の実情に合わせると共に、
変化の激しい企業の経営環境に配慮し、短期（1年）かつ平日夜間と土曜
日を主体とした集中的かつ効率的な教育を目指しています。
これにより、上記対象者の技術経営領域の実務能力を高め、中堅・中小企
業における経営戦略、新事業開発・展開戦略、企業戦略における課題発見・
解決能力持つ人材を育成することを目的としています。
企 業ＰＲ

1．我が国で唯一、中堅・中小企業の技術経営人材の育成を目的としています。
2．働きながら1年間で修士号（技術経営修士）が取得＆５年間MOTを学べます。
3．実務に役立つ高度な実践的専門知識が習得できます。
4．入学により、異業種・異職種の学ぶ「志」の強い方との、交流・人脈形成が可能です。
5．地下鉄神保町から２分、JR御茶ノ水・水道橋から10分、通学至便の好立地です。
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製造・輸入卸業

日本グローバル照明株式会社

〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町28-2 第13岡崎ビル
TEL. 03-5283-3021 FAX. 03-5283-3022
https://www.ngl-j.com/

仮設照明の日本グローバル照明が、全く新しい全天候型
蓄電池式多機能投光器NIGHT EAGLEをリリース
事業内容
当社は創業以来、建設工事現場等で利用する仮設照明灯など
を、プロフェッショナルユース向に製造販売し、又、家庭向けのLEDスタン
ド等をホームセンター様などを通じて販売してまいりました。
企 業ＰＲ 今 回 提 案させ ていた だく全 天 候 型 蓄 電 池 式 多 機 能 投 光 器
NIGHT EAGLEシリーズは、建設工事現場はもちろん、非常時の防災拠点
でのご利用や、夜間救助や警備、工場ラインの点検灯など、可搬性の高い
大型リチウムイオン蓄電池と、上下左右に
自由に稼働する大光量の翼灯の組合せによ
り、様々な御用途でご利用いただける全天
候型投光器です。
是非、御社でのBCPのための必須の１アイ
テムとして、ご検討いただきたく存じます。
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デザイン・出版・広告代理業

政府系金融機関

日本政策金融公庫 東京支店 国民生活事業
〒100-0004

東京都千代田区大手町1-9-4
大手町フィナンシャルシティ ノースタワー１階
TEL. 03-3270-1301 FAX. 03-3241-9310
https://www.jfc.go.jp/

「夢を叶える人になる。」
事業内容

・小口の事業資金融資
・創業支援、事業再生支援、事業承継支援、
ソーシャルビジネス支援、海外展開支援
・国の教育ローン、恩給・共済年金等を担保とする融資

企 業ＰＲ 国民生活事業は、地域の身近な金融機関として、中小企業・小
規模事業者や創業企業の皆さまへの事業資金融資のほか、お子さまの入学
資金などを必要とする皆さまへの教育資金融資などを行っています。
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農業支援

有限会社ネクスト

ＮＰＯ法人農商工連携サポートセンター

永年の創作活動の礎と、日々の創造力向上により、斬新なアイディア、
魅力的なビジュアル、納得できるデザインをご提案します。
常に信頼されるビジネスパートナーとして、お客様をサポートします。

食と農、消費者と生産者、都会と地方を結ぶ

〒102-0072 東京都千代田区飯田橋1-6-1 松柏ビル402
TEL. 03-3263-3310 FAX. 03-3263-3350
http://www.next-21.co.jp/

事業内容

・ホームページ・広告・カタログ・パンフレット・ポスター
・パネル・展示会ブース・ノベルティ・ステーショナリー 他

企 業ＰＲ 当日は『ホームページ相談窓口』を
開設します。ホームページの新規制作、リニュー
アル、スマ ホ 化、ネットショップ、SEO対 策、
WEB広告、解析～運営など……
ホームページのエキスパートが、ご対応致します。
お気軽にお立ち寄りください！
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発送代行業／倉庫業／小売業／卸売業

箱豊製函株式会社

〒101-0051 東京都千代田区神田神保町1-31-1
TEL. 03-5259-5555 FAX. 03-3291-3655

スマホをかざすだけでWEBにリンクする
「新世代ノベルティ」
事業内容
出版社の出版物を預かる木箱の制作から始まり、発送代行業や
倉庫業として展開をしてきました。今、NFC技術を組み込んだ「CoolPop
コネクトギフト」を新規事業として展開を始めました。
企 業ＰＲ 「CoolPopコネクトギフト」は、WEB情報を組み合わせたノベ
ルティ製品です。缶バッチや名刺、キーホルダーなどにスマホをかざすと、
指定されたURLへとリンクする機能を
持っています。今までは付属のチラシ
や製品のデザインでしか出来なかった
情報も、WEB情報としてお客様へ提
供することで、より多くの情報やサー
ビスの提供が可能となります。
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〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3-21 ちよだプラットフォームスクウェア
TEL. 03-5259-8097 FAX.03-5259-8097
http://www.npo-noshokorenkei.jp/

事業内容
神田錦町でアンテナショップ「ちよだいちば」を運営。月曜
～金曜11：00～18：00、月替わりで特定の市町村の産物を販売し、地域
の素材を使ったランチを提供。千代田区と全国71の市町村を結ぶ「ちよ
だフードバレーネットワーク」を運営。11月と3月、有楽町駅前広場で
マルシェを開催。年6回、地域の素材を使った料理教室を開催。年3回、
千代田区民の農業体験ツアーを開催。
企 業ＰＲ 「ちよだいちば」には都
会のスーパーにはない、美味しい地
域の旬があります。ご来店お待ちし
ています！
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出版業

株式会社一二三書房

〒101-0003 東京都千代田区一ツ橋2-4-3 光文恒産ビル8F
TEL. 03-3265-1881（代） FAX.03-3264-2626
https://www.hifumi.co.jp/proﬁle.html
事業内容

・ノベル・コミック・イラスト集等の書籍、定期刊行物（雑誌・
機関誌・広報誌等）の企画・編集・出版
・キャラクター商品の企画・制作・販売
・エンターテイメントコンテンツの企画・制作
・法人向け販促プランの企画立案・実施
・法人向け販促ツール（カタログ・パンフレット・POP等）の企画・
デザイン・制作の受託業務
・法人向け受託業務（マニュアル・ｅ-ラーニング・Web・アプリケー
ション・動画・デジタルサイネージ機器等）の企画提案・制作

企 業ＰＲ 多彩なエンターティメントを核に、出版・WEB・カタログ・動画・
デジタルサイネージ機器等のマルチメディア的プロモーションを他社とのア
ライアンスを含め、企画提案から一元的に実施致します。

73

情報サービス業

74

総合保険代理店

株式会社ヒューマンウェア

株式会社富士グローバル

箱根・湯河原の朝採れぽかぽか温泉をご自宅でかけ流し!!

保険力研究所
安心、安全なビジネス環境を「保険の力」でサポートします。

〒101-0064 東京都千代田区神田猿楽町2-2-3 NSビル
TEL. 03-5282-7511 FAX. 03-5282-7512
https://e-yuda.com/

〒160-0004 東京都新宿区四谷 1-8-14 四谷一丁目ビル7階
TEL. 03-5357-7955 FAX. 03-5357-7977
https://www.fuji-g.jp/

箱根・湯河原の朝採れ温泉をご指定の時間帯に温泉ポーター（容
量300リットルの大型浴槽サイズ）が宅配いたします。ご自宅の浴槽が適
温の温泉で満杯になり、自宅で湯治もできるようになりました。
事業内容

企 業ＰＲ

※源泉の採取から納品までのシステムは
温泉トレーサビリティで特許出願中
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精密金属加工

藤精機株式会社

Tokyo Design

〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3-6 山城第三ビル3階
TEL. 03-5577-3848 FAX. 03-5577-3849
http://fuji-seiki.com/jp/

歴史と先端技術をつなぎ、
山梨・東京・世界をつなぐ金属加工
事業内容
本社工場（山梨県中巨摩郡）にて、金属加工一筋50年余。
精密板金加工（抜き、曲げ、溶接）、プレス・金型、組立を、設計から一
気通貫で実現。一点の試作から、量産までサポート。
藤精機Tokyo Designは、
「人、組織、知恵をつなぐイノベーションの場」
として設立。
企 業ＰＲ 歴史遺産登録の寺社にて400年前の
銅板瓦を再現！
低炭素社会実現に向け、水素ステーション配管
溶接技術を開発。
2019年8月アメリカ工場開業。
女性、シニア、外国人など多様な人財の尊重や
教育体制が評価され、「はばたく中小企業・小規
模事業者300社2019」に選定。
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情報サービス・ソフトウェア開発

株式会社メディア・トラスト

〒101-0048 東京都千代田区神田司町2-2-7 パークサイド１
（2F）
TEL. 03-3254-5541 FAX. 03-3254-2720
https://www.media-trust.com/

品質管理の経験と勘をカバーするAI分析サービス「T-PAS」
人材不足解消のお役に立ちます
事業内容

事業内容

ギフトに、ご自宅用に、イベントに……

ＷＥＢマーケティング事業 ● ＳＥ派遣、ＳＥＳ事業
● データサイエンス事業「Ｔ-ＰＡＳ」 ● システム開発事業
●

企 業ＰＲ 現在、規模の大小にかかわらず日本の企業の大半で人手不足、人
材不足が課題になっています。また働き方改革を進めていく中で、より業務
の効率化を図り収益性を高めていかなければならい課題にも直面しています。
予測分析サービス「Ｔ-ＰＡＳ」は、ＡＩ技術を駆使して、品質管理、特に
検査工程における熟練者の経験や勘をカバーするソリューションをご提
供致します。

損害保険代理店
生命保険募集に関する業務
労務管理および人事管理に関するコンサルタント業
財務および経営に関するコンサルタント業
インターネットのホームページ企画、制作

企 業ＰＲ 富士グローバル
（保険力研究所）
は、企業の安心・安全な環境サポートする
会社です。企業リスクの洗い出し／リスク
ヘッジ可能な保険の提案／保険料削減のた
めのリスク診断 お客様とともに保険の力で
あなたの会社をお守りします。
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情報通信業

pepex 株式会社

〒102-0093 東京都千代田区平河町1-4-14 HIDA麹町ビル10F
TEL. 03-3239-9231 FAX. 03-3239-9232
https://www.pepex.co.jp/
事業内容

［P-stream］低価格法人向け動画配信サービス、
録画型WEB面接システム

企 業ＰＲ ［P-stream］は低価格で高品質なマルチデバイス対応の動画配
信サービスです。
従業員研修や情報共有、コンテンツ販売、商品のPR ツールとして様々な
企業様にご利用いただいております。
動画を会員のみで共有できる動画共有システムと、録画型のWEB面接シス
テムを展示いたします。
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フードサービス業

メリックス株式会社

〒101-0048 東京都千代田区神田司町2-７-2 ミレーネ神田PREX８階
TEL. 03-6811-0928 FAX. 03-6811-0929
http://www.meryx.co.jp/

「おいしいしあわせは、生きるエネルギー」
The Power of Food, The Joy of Life!
事業内容

給食受託業務
企業・病院・福祉施設・学校・保育園等
管理・運営
社員寮・研修所・保養施設等
スポーツ栄養・アスリートマネジメント
レストラン経営・ケータリング

企 業ＰＲ 60年前の創業当時から、メリックスが大事にして
きた心、
それが
「おいしいしあわせは、
生きるエネルギー」
です。
私たちは、和を以て仲間を尊び、責任と誇りを持ち、0歳
児からシニア世代まで、お一人おひとりのお客様の「おい
しいしあわせ」を追求し続ける、口福創造カンパニーです。
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香木および香原料の輸入・販売、薫香製品の製造・卸・販売

株式会社

山田松香木店

〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町2-4-5
TEL. 03-5207-3191 FAX. 03-5207-3194
http://www.uniform-net.jp/

江戸時代創業、京都発「日本の香り」を製造販売しております。
香木および香原料の輸入・販売。
薫香製品に関しては企画・製造から販売・
卸まで一貫して行っております。
主要製品は
匂袋・線香・香木・焼香など。
事業内容

企 業ＰＲ 昨年、
「第11回千代田ビジネス大賞」で東京商工会議所千代田
支部会長賞を受賞しました。誰でもできる科学的な営業方法や、社員の実
績やお客様の声を「見える化」する社内改革を進め、新社長就任以来7年
連続過去最高売上高を更新中です。

製造業

ヨシモトポール株式会社

当社は昭和36年の創業から半世紀以上に渡り、常にポール製
品に係る新素材・新技術の研究・開発を続けています。例えば木材、強化
ガラス、炭素繊維、アルミ等の複合素材や、環境に配慮した塗料、優れた
強度をもち施工を楽にする新構造など数多くの研究成果をもとに、幅広い
製品を展開しています。製造拠点としては、東は群馬、西は滋賀に自社工
場がございます。
また、8社あるグループ企業のうち〈ワイピーファーム〉では健康維持（ヘ
ルスケア）をテーマに農業にも取り組んでおり、花粉等のアレルギーに効果
のある “ちしゃとう” をはじめとした機能性野菜を国内で栽培し、栄養豊富
な加工食品として販売しています。この機会に是非お試しください。
企 業ＰＲ

製薬業

株式会社龍角散

〒101-0031 東京都千代田区東神田2-5-12
TEL. 03-3866-1177 FAX.03-3866-1170
https://www.ryukakusan.co.jp/

日本ののどを守って200年
事業内容
生薬成分がのどの粘膜に直接作用して効果を発揮するのど薬
「龍角散」、「龍角散ダイレクト」をはじめとする医薬品、「龍角散ののどすっ
きり飴」、たくさんの薬でもつるんと服用できる「らくらく服薬ゼリー」「お
くすり飲めたね」などを製造販売しております。
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ソーラー充電式ライトの製造販売

〒101-0021 東京都千代田区外神田2-2-19
TEL. 03-3255-8388 FAX. 03-3258-1089
https://www.landport.co.jp/ https://www.carrythesun.jp/

スチールポール製品（信号柱、標識柱、照明柱、防災無線柱、
カメラ柱、配電柱 等）の製造販売

企 業ＰＲ のどの専門メーカーである
龍角散は、薬を飲みやすくするゼリー
状のオブラートの開発など、咳・痰と
いったのどの症状だけでなく、生活
者ののどに関する様々なストレスやト
ラブルを取り除いて「日本ののどを守
る」ため、日夜研究・開発に取り組
んでおります。
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ランドポート株式会社

〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-10-1 有楽町ビル7F
TEL. 03-3214-1551 FAX. 03-3287-0796
https://www.ypole.co.jp/

83

“企業の課題” をユニフォームで解決します！
事業内容
仕事用ユニフォームの専門商社として1975年に福島県郡山市で
創業して以来、福島県と関東圏を拠点に地域密着型でお客様に最適なユニ
フォームを提案しています。企業イメージの浸透や社員の意欲向上、業績アッ
プなど、ユニフォームが果たす役割は多彩です。

企 業ＰＲ
京都に本社を構える江戸時代
創業の企業です。その東京事業所を半蔵
門に構えております。“天 然香料”にこだ
わった“日本の香り”は、本物志向のお客
様・企業様に好適です。カタログ製品の卸
販売からBtoBの異業種OEMなど幅広く
対応しておりますので、まずは何でもご相
談くださいませ。老舗ならではのノウハウ
を凝縮した香りを、現在のライフスタイル
に合わせた形にてご提案いたします！

事業内容

業務用ユニフォーム販売

株式会社ユニフォームネット

〒102-0093 東京都千代田区平河町1-8-2
TEL. 03-3221-1671 FAX. 03-3221-1670
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ランドポートの灯りは世界を変える！
事業内容

折りたたみ式ソーラー充電式ライト及び、
関連商品の製造・販売

企 業ＰＲ 1990年創業のランドポートは、
地球環境に配慮し
た画期的な折りたたみ式ソーラー充電式ライト「キャリー・ザ・
サン」を生み出した企業です。折り紙のようにコンパクトたため
て、使うときは引っ張るだけで“紙風船”のように膨らむ、やわら
かい光のライトです。超軽量、防水防塵、落下衝撃テスト（アメリ
カ国防総省MIL規格準拠、JIS規格準拠）をクリアしているため、
「インテリア」や「アウトドア」
「防災」など、あらゆるシーンで活
躍しています。弱モードで「最大72時間」連続点灯するので、災
害時の非常灯としての実績も多く、国内だけでなく世界の国々か
らも選ばれています。また、SDGsや環境問題に取り組む企業の
ノベルティやギフトとしてもたくさんの需要を頂いています。
私たちはソーラーエネルギーをもっと身近に手軽に活用する提
案を基軸に、地球を舞台とした「新しい環境プロダクト」を生み
出していきます。
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●千代田区商工業連合会
84
千代田区商工業連合会は、1964年千代田区工業団
体連合会から2005年4月に千代田区商工業連合会に
名称変更し、千代田区内の商工業者を中心に128社
（2019年 8 月現在）の企業会員により構成された団
体です。千代田区のさまざまな組織、団体との新た
な連携を推進・支援し、千代田区の商工業者の機会
創出を目的とした場の提供と企業会員同士の活発な
コラボレーションが特長です。
ビジネスに関わる様々な課題に、個別会員からそれ
ぞれの強みを生かした適切なソリューションを提供し
ます。今回は11社からサービスと事例を紹介します。

85

情報加工業

地域限定旅行業・映像制作事業

Akiba.TV 株式会社
〒101-0021

東京都千代田区外神田4-14-1
秋葉原UDX4F LIFORK AKIHABARA R31
TEL. 03-3527-9755 FAX. 03-6800-2247
https://akiba.tv/

Deepな体験を世界中のみなさまへ！
事業内容
秋葉原を中心に千代田区とその隣接区（台東区・中央区・港区・
新宿区・文京区）の魅力体験に特化したツアー「Akiba Deep Travel」やネッ
ト放送「Akiba.TV」を通じ、地域活性に取り組んでいます。
企 業ＰＲ メイドカフェはもちろんフィギュアや電子部品まで、アキバなら
ではの魅力スポットをバランスよく巡り、国内だけでなく海外旅行客にも人
気のツアーです。日程やコースなどお客
様のリクエストにも柔軟にお応えします
ので、社員旅行・研修旅行にもオススメ！
またアキバならではの体験が簡単＆お得
に楽しめるスマホチケット「Deepon」
も販売中です。
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印刷業

岩岡印刷工業株式会社

奥村印刷株式会社

Creation for better tomorrow
イワオカは、今日を見つめ、よりよい明日を創ります。

名刺制作担当者必見！
コストダウン・スピードUPの秘密がここにあります！
！
！

〒102-0072 東京都千代田区飯田橋4-1-1 ISビル
TEL. 03-3265-1323 FAX. 03-3265-1339
https://www.iwaoka.co.jp/

事業内容

〒114-0005 東京都北区栄町1-1
TEL. 03-05390-6131 FAX. 03-5390-6139
https://www.okum.net/

薄紙印刷の技術を保有する印刷会社です。
多くの情報量を同時に加工することが求められている、この技
術を使用した製品は、主に郵送物に利用されております。

企 業ＰＲ 薄紙印刷技術の新たな事業領域を開発した一つの答えが、オリ
ジナルペーパーブランドPALEVEIL（ペールベール）です。192ページもあ
りながら、今までにない薄さ・軽さを実現したノートをご紹介します。ぜひ
お手に取って体感して下さい。
そして私たちは究極の薄紙印刷へ挑戦し、「できない」を「できる」へ変え
ていきます。お客様によりよい製品をお届けするために、私たちは常に挑戦
し続けます。
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印刷業

株式会社オフセット岩村
〒175-0081 東京都板橋区新河岸1-15-22
TEL. 03-5921-2291 FAX. 03-5920-2265
http://www.oﬃwa.com/
Mail：info@oﬃwa.com

おかしな おかしな 印刷会社
弊社は創業39年の東京都板橋区にあるカラーオフセットの印刷
会社です。ポスターやパンフレット・美術書など、色彩にこだわった印刷物
を得意としております。
変わったことが大好きで、世界一きれいな印刷機と、紙をどんな形にもカッ
トできるレーザー加工機を持っており、日々皆様に新しくて変なものをお届
けしています。
事業内容

企 業ＰＲ

①世界一きれいな印刷機……写真画質をそのまま印刷できます。
普通の印刷物との明らかな差をご確認ください。
②レーザー加工機……紙を好きな形に高速カットできます。少
量生産が可能ですので、グッズ・ノベルティなどにいかがでしょ
うか？
③オフセット印刷……こだわりの印刷物の数々をご紹介します。
印刷は面白い！を感じてもらえれば幸いです。

事業内容

創業73年の総合印刷会社
名刺印刷、パンフレット制作、書籍制作、LEDライトパネル制作、
手帳制作と請け負うサービスは多岐にわたります。

企 業ＰＲ

今さら聞けない名刺制作のこと無料相談承り中！
スピードとコストなど良い提案ができますので、ぜひご相談
ください。
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印刷業

株式会社光邦

〈本 社〉〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-11-18 飯田橋MKビル
TEL.03-3265-0612 FAX.03-3264-4035
〈工 場〉〒352-0011 埼玉県新座市野火止3-16-3
TEL.048-477-3411
https://www.kohocome.co.jp/

水性フレキソ印刷事業で新たな市場に挑みます。
事業内容

○
○
○
○

オフセット印刷業（書籍やパンフレット、チラシなど）
水性フレキソ印刷事業（フィルム軟包装や、フィルムラベル）
誌面制作やセールスプロモーション企画のご提案
ノベルティグッズのご提案

企 業ＰＲ 従来のオフセット事業に加えて、新規事業として水性フレキソ印
刷に取り組んでいます。埼玉県新座市に所在するオフセット工場の敷地内
に、クリーンルームを設備した水性フレ
キソ工場を新たに建築致しました。
食品・日用品を中心に、水性インキを
使用した安全、環境に配慮したパッケー
ジ製作を進めていくことで社会貢献の一
部を担って参ります。
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編集・出版
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印刷業

株式会社コンテンツ・シティ

株式会社昇文堂 カードゲームファクトリー

出版・編集応援・企画応援・ライティング応援・承ります。

最高品質のカードゲームを！

〒107-0052 東京都港区赤坂3-16-5
TEL. 03-5545-5891 FAX. 03-5545-5892
http://www.contents-city.co.jp/
http://contentscity.web.fc2.com/

事業内容

〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間4-6
TEL. 03-3862-0045 FAX. 03-3864-4557
http://cardgamefactory.com/

■自社出版事業
自社制作書籍の出版・自費出版承ります。
■編集応援事業
小冊子・雑誌・書籍などの編集応援、企画応援、ライティング
応援、取材応援、対談編集など、1頁から承っております。

企 業ＰＲ コンテンツ・シティ出版の取扱分野
■法律・金融分野
法律（知的財産法・知財関連条約・会社法・
下請法・個人情報保護法・民法・民事訴訟法・
電子商取引関連法・介護保険法・他）
・金融
■芸術分野
建築・芸術・エンターテイメント・舞踊・歴史・
旅行

編集 出版
応援 事業
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印刷業

千代田オフセット株式会社
〒101-0051 東京都千代田区神田神保町1-50
TEL. 03-3291-7500 FAX.03-3293-1589
http://chiyoda-oﬀset.co.jp/

SDGsを知っていますか？……知っている38％
事業内容
人口減少や価格競争など、
モノが売れにくく中小企業の経営環境
は厳しくなる一方です。また、環境問題や製造物責任など、モノを作ることも
難しくなっています。このような難しい局面で、中小企業はどうやって事業を
継続させていけばいいでしょうか？ 弊社では、
社会の信頼を得ることが重
要と考え、
「SDGs」への取り組みをご提案します。
企 業ＰＲ SDGs。
関係ない。余裕がない。聞いたことはあるけど、何をすれ
ばいいかよくわからない。それなら特別なことからではなく、ちょっとしたこ
とから始めてみませんか？ ほんのちょっとしたことから始められるサスティ
ナブルな製品・サービスを集めました。

事業内容

高品質なオリジナルトランプ、かるた、タロットカード、ゲー
ムカードなどの製造。ジグゾーパズル、ボードゲーム盤など
紙製品の製造。

企 業ＰＲ 製作が難しいトランプなどのカードを
印刷から加工、アッセンブルまで行い高品質のカー
ドを製作するシステムを確立し日本中から数多くの
ご注文をいただいております。
オリジナルトランプは「捨てられない販促物」とし
て大変有効な広告媒体となります。またポストカー
ドのようなオリジナルトランプは海外旅行者に人気
のお土産品としてインバウンド需要に最適です。
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製造業

東洋美術印刷株式会社

〒102-0072 東京都千代田区飯田橋4-6-2
TEL. 03-3265-9861 FAX. 03-3265-9867
https://www.toyobijutsu-prt.co.jp/

「伝える」を、真剣に。「つなぐ」を、多彩に。
事業内容

■ソリューション事業／マーケティングサポート、プロモーションサポート、
ドキュメントソリューション
■クリエイティブ事業／グラフィック企画・制作
■印刷関連事業／オフセット印刷・製本加工、デジタル印刷、フルフィルメント
■デジタルメディア事業／WEBコンテンツ企画・制作、3DCG制作、
映像企画・制作
■コンテンツサービス事業／
「文様百趣」
データのライセンス・ダウンロード販売
■周年誌編集事業／年史・社史の企画・編集、図録の編集
■ギャラリー &スタジオ運営事業／ギャラリー &スタジオii-BRIDGEの運営、
各種撮影
企 業ＰＲ 私たちは、情報提供に関する課題解決に真剣に取り組み、お客
様のコミュニケーション活動を多彩にサポートしています。
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桜染色や桜料理の講師業／桜商品の小売り業

桜の工房アトリエさくら

〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3-21 ちよだプラットホームスクエアー 1216
TEL. 090-2668-3725

桜は散ってからがおもしろい
事業内容

●講演・講習会
●さくら商品開発・さくら商品制作
●オリジナル桜商品卸・小売業中
＜オリジナル桜商品一例＞
桜葉茶（桜葉100％ 国産茶）
あ舞さくら（桜の花の砂糖）
さくらコンポート
（桜花のコンポート）
など多種類
インターネットや都内のマルシェで販売しています。
企 業ＰＲ 桜の工房アトリエさくらでは、千代田
区の花、桜にこだわったオリジナル製品を加工し、
販売しています。桜好きで、オリジナル商品を探
している方、限定景品などをお探しの方、桜に関
イベント；桜染をしている様子
する事なら何でもご相談ください。
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印刷・デザイン制作

松本印刷株式会社

〒101-0047 東京都千代田区内神田2-4-4 藤和内神田ビル8階
TEL. 03-5577-5154 FAX. 03-3254-7609
http://www.matsumoto-printing.co.jp/

印刷物・デザイン制作のお困りごと、解決いたします。
事業内容

・セールスプロモーションに関連する各種印刷物・出版物の
企画・編集
・グラフィックデザイン、デジタルコンテンツの企画・制作

企 業ＰＲ 大阪と東京に拠点を持つ、商品カタログ、パンフレットや商品
パッケージ、包装資材に強みを持つ印刷企画会社です。当社は、モノづく
りのプロフェッショナルとして、お客様のニーズを形にする企画力とスピー
ディな営業力を備えております。パッケージの形状・材質・デザイン・コス
トダウン等のご提案も含め、製造・発送まで全てお任せください。創業62
年で培われた、様々な経験やノウハウに裏打ちされた最適なご提案で、貴
社のお困り事を解決いたします。

●グルメコーナー
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飲食業

ＴＩＧＲＡＴＯ（Cafe & Bar）
バーテンダーが作るジェラートとカクテルのお店。
季節の果実等を使ったジェラートの提供。
オリジナルカクテルなどお酒の提供。
フルーツやコーヒーなどドリンクの提供。
ランチタイムなど食事の提供

企 業ＰＲ 「ティグラート」は、気鋭のバーテンダーが手がけるジェラテ
リア＆バーです。こちらでは季節のフルーツやハーブ、野菜を使ったハンド
メイドのジェラートが、常時12～20種もラインナップ。ジェラートは店舗の
奥にある工房にて、全て手作りしています。
「シンプルに素材の持ち味を感じられるジェラートを提供していきたい」とい
う想いの下、フルーツの甘みやフレッシュな香りを引き出すため、ベストな
状態になるまで工房内で追熟。それを丸ごと、ジェラートに仕立てています。
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会館運営（主に集宴会・結婚式・宿泊・レストランに関する業務及び運営）

株式会社学士会館精養軒

障害のある人々の可能性をコーヒーによって切り開く
事業内容
ソーシャルグッドロースターズ千代
田はコーヒーの焙煎事業を行い、障害のあるバ
リスタや焙 煎士が 活躍する福 祉 作 業 所です。
チーム一体となって欠点豆の選別から焙煎、抽
出までを丁寧に行い、高品質な味の提供をして
います。福祉文化とコーヒー文化が融合したコー
ヒーをぜひ一度、ご体験ください。
企 業ＰＲ 一般社団法人ビーンズは千代田区で
福祉事業を運営する法人です。福祉施設であり
ながら高品質なものづくりが評価され昨年は千
代田ビジネス大賞特別賞を受賞しました。
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菓子製造販売業

〒102-0072 東京都千代田区飯田橋 4-2-5-101
TEL.03-5357-1256 FAX.03-5539-4688
http://www.cake-amaterrace.jp/

幸せを求める

事業内容
主に集宴会・婚礼・宿泊・レストラン（和洋中）の４事業を会
館の中で運営しており、旧帝国大学（現国立七大学：北海道大学・東北大学・
東京大学・名古屋大学・京都大学・大阪大学・九州大学）出身者から構
成される同窓会組織（一社）学士会の会員、さらには一般の方々にもご利
用いただいています。
また、業務委託事業として昨年５月より、京都大学内にある楽友会館のレス
トラン「近衛Latin」の運営を行っています。
企 業ＰＲ 学士会館は昭和3年の創業以来、90年以上の歴史を経た現在
も、その姿を大切に継承されており、2003年には有形登録文化財に指定
されました。重厚な雰囲気を醸し出しつつも、
モダンで先鋭的なデザインが各所に施された
館内は、非日常の空間と言えます。今や神田
界隈の重要なランドマークとなった学士会館。
従業員・スタッフ一同、皆様のご利用を心よ
りお待ちしております。
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〒101-0054 東京都千代田区神田錦町 1-14-13 2F
TEL. 03-6811-0895
https://sgroasters.jp/
sgroasters@beanshelper.jp

慶希処 AMATERRACE（けいきどころ あまてらす）

〒101-8459 東京都千代田区神田錦町3-28
TEL. 03-3292-5936 FAX. 03-3292-0882
https://www.gakushikaikan.co.jp/

人が集い

コーヒー製造・販売

ソーシャル グッド ロースターズ千代田

〒102-0085 東京都千代田区六番町13-6 ASビル1Ｆ
TEL. 03-5214-1122
http://www.tigrato.cafe/

事業内容
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飲食業

東京のお伊勢参りのお土産に！ 最高級蜜芋
【和】パウンドケーキ店「慶希処AMATERRACE」オープン！
事業内容 「慶希処 AMATERRACE
（けいきどころ あまてらす）」の運営。
素材にこだわりぬいた高級「和」パウンドケーキの製造販売。
企 業ＰＲ 種子島蜜芋をたっぷりと使
用し、一つ一つ丁寧に特注の木箱に入れ
て焼き上げた、しっとりとした上品な甘さ
の高級【和】パウンドケーキのお店です。
数々の健康食財との出会いに恵まれ、心
も身体も満たされる
「慶希（けいき）
」が誕
生しました。※白砂糖、ベーキングパウ
ダー、
トランスファットは、一切使用してお
りません。
お手土産に、ご進物に、特別な記念日に、
「慶希処 AMATERRACE（あまてらす）
」
にぜひお立ち寄りください。
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不動産賃貸業、食品輸入・販売業

株式会社ゴーゴーカレーグループ

株式会社塩崎ビル

クセになる味、ゴリラのゴーゴーカレーでございます。

事業内容
株式会社『塩崎ビル』は1970年の創立以来、テナントの皆様
に安心・安全な快適空間を提供すべく、「自然」にも「オフィス」にも優し
いビル経営を行ってきました。食品販売事業部では、スロヴェニアの天日塩
ピランソルトの輸入販売も行っています。
関連会社である株式会社『ルミエール』は山梨で134年続く国産ワイナリー
です。“栽培から販売まで自営なり” をモットーに自社農園の開拓、ぶどう
の改良など、品質にこだわったワイン造りを続けてきました。

〒100-0004 東京都千代田区大手町2-6-2 日本ビル3階
TEL. 03-3246-5515 FAX. 03-3246-5516
http://www.gogocurry.com/index.html

事業内容

カレーの専門商社（カレー店のチェーン展開、
カレーの商品開発・卸し・販売）

企 業ＰＲ ゴーゴーカレーの人気のヒミツ
は、55の工程を5時間かけてじっくり煮込
んだ特製オリジナル・ルー！それを55時
間寝かし旨みを熟成させる！ それがクセ
になる味の理由の一つです。また、食材に
もこだわっています。お米、野菜、お肉など、
ゴーゴーカレーに最適な食材を厳選してセ
レクト。国産食材を厳選し、安心・安全な
カレーを毎日ご提供いたします。

〒102-0093 東京都千代田区平河町2-7-1
TEL. 03-3222-8800 FAX. 03-3222-8810
http://www.shiozaki-bldg.co.jp/

企 業ＰＲ 上記２社とも、自然との共生をコンセプトに、次世代に向けて
絶えず改革していく姿勢で取り組んでいます。

http://www.lumiere.jp/
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卸小売業

飲食業

飲食及び物販業

株式会社信富舎〈しんとみしゃ〉

株式会社セーキ

ノーベル賞晩餐会で供されたおいしい紅茶

事業内容
フランス料理、製菓、製パン等フランス食文化に特化しより専
門性を高めた商品及びサービスの提供
■店舗名
● 銀座レカン（創業1974年）フランス料理店 所在地銀座4丁目
● ロテスリーレカン（創業1999年）フランス料理店 所在地銀座5丁目
● ブラッスリーレカン（創業2002年）フランス料理店 所在地アトレ上野
● ブーランジェリーレカン（創業2014年）
パン及びフランス菓子の販売ショップ 所在地銀座5丁目

〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町2-11-20
TEL. 03-5295-3733 FAX. 03-5295-3733
http://www.hokuokocha.co.jp/

事業内容
1987お茶の水・カザルス
ホール開館に伴い北欧紅茶喫茶店「ア
ウロス」を開店。同ホール終了により
神田駅近くの現在地に移転「かんだデ
ザート」として16年を経る。この間北
欧紅茶専門店として卸し、小売り、飲
食店の経営にあたる。
企 業ＰＲ

１．スエーデンのおいしい紅茶、香り豊かな紅茶を知ってもらう。
２．味を知っていただくため多くの方に試飲をおねがいする。
３．紅茶を「気軽に、おいしく、楽しんでもらえる」努力をする。
４．紅茶を売るのではなく紅茶を通じたコミュニケーションを売りにする。
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商品の開発・販売・コンサルティング

〒102-0073 東京都千代田区九段北1-3-6
TEL. 03-3261-5231 FAX. 03-3264-4054
http://www.lecringinza.co.jp/

企 業ＰＲ 本年45周年を迎えた「銀座レカン本
店」から始まり近年ではパンやお菓子の販売も
行っております。長年培ってきた「専門店」とし
ての歴史に裏付けされた確かな技術をこれから
も継承してまいります。また、接客の部門では、
サービスマン及びソムリエからコンクールでの多
くの優勝者、入賞者を輩出、社員育成にも積極
的に取り組んでいるレストラングループです。
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小売業

株式会社大学シーズ研究所

デルタスリー株式会社

新しい食のジャンルである昆虫食をはじめ、
あらゆる資源を科学的に活用

あなたのしあわせに「さんかく」します。

〒101-0051 東京都千代田区神田神保町2-34-7 神保町ビル401
TEL. 03-6272-9301 FAX. 03-6272-9302
https://daigaku-seeds.com/

特産品などの地域資源や、技術や特許などの大学のシーズ（価
値となる種）を活用した商品の開発・販売およびコンサルティング業務
事業内容

2050年には世界人口が現在の75億人から90億人を超え、深
刻な食糧危機に陥ることが示唆され始めています。人口増加に加えて新興
国の経済発展により生活水準が向上し、肉食化が進むと2030年頃には需
要と供給のバランスが崩れ「タンパク質危機」が起こると予
測されています。そこで、大学シーズ研究所は新たなタンパ
ク質源として昆虫資源（コオロギ）の食用化に挑戦します。
世界の食糧問題を昆虫科学で解決し、持続可能な社会の実
現を目指しています。
企 業ＰＲ
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酒類醸造販売・食品卸

株式会社豊島屋本店

〒101-0064 東京都千代田区神田猿楽町1-5-1
TEL. 03-3293-9111 FAX. 03-3293-9117
https://www.toshimaya.co.jp/

「不易流行」の心意気で、
「東京の地酒」の価値を世界にお届け致します。
弊社は、慶長元年（1596）に神田鎌倉河岸にて、豊島屋十右
衛門が酒屋兼一杯飲み屋を始めたのが起源です。酒造りは明治時代より始
め、東村山市にある酒蔵（豊島屋酒造）で、清酒「金婚」等を始め、味醂、
白酒を醸しております。
清酒「金婚」は、神田明神様、明治神宮様に唯一の御神酒としてお納めし
ております。現在は、業務用食品卸も営み、日本蕎麦店を始め、空港、ホテル、
百貨店等とお取引させていただいております。
事業内容

企 業ＰＲ 最近は、酒類の販路を海外にも開拓し、アメリカ、韓国、シン
ガポール、ベトナム、イタリア、空港免税店等にお届けしております。
このような取組を御評価いただき、経済産業省より「はば
たく中小企業・小規模事業者300社」に認定され、千代
田区より「千代田ビジネス大賞千代田区長賞」をいただき
ました。また、本年度の東京都「江戸東京きらりプロジェ
クト」モデル事業者に選定されました。
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〒102-0093 東京都千代田区平河町2-3-3
TEL. 03-6265-6784 FAX. 03-6265-6785
https://delta3.jp/

事業内容

完全調理済冷凍食材の販売
日用介護用品及び補助ロボット販売

企 業ＰＲ 人材不足が続く中、厨房の調理時間を大幅に削減し、なおかつ
冷凍とは思えない大変美味しいお食事（おかず）を提供しております。
調理方法は「鍋で温めて盛り付けるだけ」
と調理経験がない方でも毎日違った季節
ごとの色とりどりなメニューを簡単調理
できます。
特に高齢者施設様のお役にたてるもので
すが、ゴルフ場や社食、一般家庭にも導
入できるクオリティでございます。
ぜひ一度お試しくださいませ！
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輸入卸、飲食業

ハライコジャパン株式会社

〒102-0072 東京都千代田区飯田橋1-7-8 梶山ビル5F
TEL. 03-3237-0821 FAX. 03-3237-7082
http://www.imbisshareico.jp/

本場のドイツソーセージが
1本から食べられる “ソーセージ専門店”！！
事業内容

ドイツソーセージ、その他関連食品の輸入卸販売、飲食店経営

企 業ＰＲ 北ドイツ地方の伝統的な味と吟味された最高の材料のみを使
用した “ハライコブランドソーセージ” を日本の食通の皆様にお届けして
おります。インビスハライコ九段店はグランドパレス通り沿い。
ソーセージ食べ放題プラン、ケータリング、各種パーティ等承ります。
お気軽にお立ち寄りください。
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ホテル業
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ホテル業

株式会社ホテルグランドパレス

ホテルメトロポリタン エドモント

初代総料理長「故堤野末継」の伝統を受継ぐ
美食のホテル

人気のパウンドケーキセレクション

〒102-0072 東京都千代田区飯田橋1-1-1
TEL. 03-3264-1111（代表） FAX. 03-3264-2470
https://www.grandpalace.co.jp/

事業内容
宿泊・レストラン・宴会すべてを運営する総合型シティホテル。
464室の客室、829㎡の大宴会場を含む19室の宴会場を備え、多種多様な
ご宴席に対応。売店を含む和食・洋食・中華の7レストランは、全て直営。
企 業ＰＲ 開業以来、初代総料理長「故堤野末継」の伝統の味を受継ぎ、
舌平目のボンファムなどの伝統の逸品は、今もなお多くのお客様を魅了して
います。
１番人気のオレンジケーキも開業以来の味
を伝える人気のスイーツ。上質なオレンジ
ピールとバターをたっぷり使用した芳醇な
香りと食感をお楽しみ下さい。

〒102-8130 東京都千代田区飯田橋3-10-8
TEL.03-3237-1111 FAX.03-3234-4371

企 業ＰＲ エドモントの味をお気軽にお持ち帰
りいただけるテイクアウトショップ「パティスリー
エドモント」より、ご自宅にもギフトにもおす
すめのパウンドケーキを3種類ご用意しました。
１番人気はオレンジのコンフィを練り込み、上
面にオレンジのコンポートを添えて焼上げた
「ガトー オランジュ」。また、香り高い洋酒に
漬け込んだドライフルーツと木の実をふんだん
に練り込んだ「ガトー フリュイ」や、ショコ
ラ生地に甘みと酸味の良いドライアップルとフ
ランス産チョコレートチップを合わせた「ガ
トー ショコラ ポム」もティータイムでのご利
用やギフトにもおすすめです。是非一度ご賞
味ください。

※昨年度のグルメコーナーの様子
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●経営なんでも相談会
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司法書士

東京司法書士会千代田支部

〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-12-8 ディアビル神田701
TEL. 03-5821-2877 FAX. 03-5821-2878
支部長 奥西史郎（奥西司法書士事務所）
http://www.chiyodashibu.tokyo/

トラブルになってからでは遅い！ 迷わず相談、司法書士へ
私たち司法書士は主に、不動産登記、商業（法人）登記、供
託に関する業務、成年後見制度等を利用した財産管理業務、裁判所提出書
類の作成、簡易裁判所における訴額140万円以下の訴訟代理等の裁判に関
する業務やこれらの相談業務を法令に基づき業として行っております。
事業内容

企 業ＰＲ

１．家、土地のこと。遺言や相続のこと。
２．会社のこと。
３．裁判のこと（法律で定められた範囲に限ります。）。
４．借金のこと。
５．後見人のこと。
司法書士の業務内容は多岐にわたりますので、気になる
ことがございましたら、司法書士がご相談をお受け致し
ます。相談ブースで是非お気軽にお声掛け下さい。
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社会保険労務士

東京都社会保険労務士会千代田統括支部
〒101-0061 東京都千代田区神田三崎町3-3-1 森武内社会保険労務士法人内
TEL. 03-5213-8061
https://sr-ccs.com/

支えます！

職場の安心

企業の未来

事業内容
私たち、「社会保険労務士」は、「働き方改革」の実現に向けて
企業をサポートし、人・企業が成長、発展できる制度や規程の策定のお手
伝いをします。
また、労働・社会保険関係書類の作成時には電子申請を積極的に活用し、
電子政府の推進に尽力しています。
企 業ＰＲ

本年4月から、働き方改革関連法令が施行されています。
・長時間労働の是正
・年次有給休暇の時季指定
・同一労働・同一賃金
働き方改革を実現し、人を大切にする企業づくりの
お手伝いは、労働・社会保険諸法令のスペシャリス
トであって、労務管理の専門コンサルタントである
私達社会保険労務士にお気軽にご相談ください。
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行政書士

東京都行政書士会千代田支部

〒102-0082 東京都千代田区一番町15-20 一番町フェニックスビル403
TEL. 03-6362-6715 FAX. 03-6369-4191
https://chiyoda-gyosei.jp/

そうだ行政書士に相談しよう
事業内容・企業PR

私達「行政書士」は、企業活動の開始・継続・発展に不可欠で多種多様な
許認可取得手続を担う、行政書士法に基づく国家資格者です。日頃より、各
種許認可取得や外国人雇用時の在留資格取得等の総務・人事業務において
サポートさせて頂いております。その他にも契約書、定款、議事録等に代表
される法的文書の作成に関わる企業 法
務、近年では、企業の価値の掘り起こし
に繋がる知的資産経営、許認可を軸とし
た予防法務コンサルティングにも活動の範
囲を広げています。千代田区では東京都
行政書士会千代田支部所属500名超の行
政書士が企業の皆様をお待ちしております
ので、
「そうだ！行政書士に相談しよう！」
とお気軽にいつでもお声掛け下さい。
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主催：東京商工会議所千代田支部 （共催：東京都行政書士会千代田支部、東京都社会保険労務士会 千代田
統括支部、東京税理士会 神田支部・麹町支部、東京司法書士会千代田支部）

経営に関する様々なお悩みを解決！
中小企業のためのワンストップ

経営「なんでも相談会」
東京商工会議所千代田支部では、中小企業の経営に関する様々
なお悩みを解決するため、東京都行政書士会千代田支部、東京都社
会保険労務士会千代田統括支部、東京税理士会神田支部・麹町支
部、東京司法書士会千代田支部、東商ビジネスサポートデスク東京南
のご協力をいただき、経営「なんでも相談会」を開催いたします。相談を
ご希望の方は、下欄申込書に必要事項をご記入の上、お気軽にお申し
込みください。※同日同フロアにて「東商千代田ビジネスフェア（展示
会）」も開催中です。併せてご見学ください。

【相談機関（５機関）】
①東京都行政書士会千代田支部
②東京都社会保険労務士会
千代田統括支部
③東京税理士会神田支部・麹町支部
④東京司法書士会千代田支部
⑤東商ビジネスサポートデスク東京南

ご相談の例
●行政書士：相続手続き、遺言、成年後見、営業許認可等

●社会保険労務士：就業規則、各種ハラスメント、働き方改革等

●税理士：相続、贈与、不動産、その他税に関すること等

●司法書士：登記、企業法務、財産管理、借金の整理等

●東商ビジネスサポートデスク東京南：IT活用・マーケティング等

日時

2019年11月ᵏᵗ日（火）ᵏᵑ時ᵎᵎ分～ᵏᵕ時ᵎᵎ分

場所

ホテルグランドパレスᵐ階「シルバールーム」

申込
方法

下記申込書にご記入の上、FAXでお申込みください。※時間の調整が必要な場合は、事務局よりご連絡を差
し上げます。

参加費

（予約制、お一人様30分程度）

無 料

（千代田区飯田橋１－１－１）

【お問合せ先】 東京商工会議所 千代田支部
〒101-0051 千代田区神田神保町3－19ﾀﾞｲﾅﾐｯｸｱｰﾄ九段下ﾋﾞﾙ2階 / ☎：03-5275-7286）

切り取らずにᵤᵟᵶしてください。ＦＡＸ：０３－５２７５－７２８７
※申込書を送信される際に、番号を誤って送られることが多くなっております。再度送信先の番号をご確認の上、ＦＡＸを送信してください。

経営「なんでも相談会」（‣‣‡‣）参加申込書
業種・
取扱品等

貴社名
所在地

〒

代表者名



（生年月日）
（ＴＥＬ）

番号
相談希望
複数選択可☑

相談希望時間
（複数選択可☑



□
□

（ＦＡＸ）



参加者名




行政書士
□ 社会保険労務士
東商ビジネスサポートデスク東京南

□ ～
□ ～

部署・役職）

従業員数：

名

氏
名：
生年月日：

氏
名：
部署・役職：

□ 税理士

□

司法書士

□ ～□ ～□ ～
□ ～□ ～□ ～

※ご記入いただいた情報は経営に関する相談・あっせんのほか連絡・記録のために使用します。東京商工会議所からの 各種情報提供、実態調査・分析
のために使用することがあります。
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会場MAP
２階

全体図

一般出展企業スペース
経営なんでも相談会

運搬用
エレベーター

エレベーター

非常口

グルメコーナー

エスカレーター
非常口

総 合 案 内
受

付

ホテルグランドパレスへのアクセス
靖国神社

交通アクセス抜群の立地、
お気軽にお立寄りください！

富士見町教会

早稲田通り

半蔵門線
東西線
新宿線
7番口
3a・3b番口

和洋九段女子
中学校高等学校

ホテル

グランドパレス

大

東西線

九段下駅

宮

目白通り

ベルサール九段

りそな銀行
九段支店

り

通

神

北の丸スクエア

N

九段教会
昭
和
館

日本歯科大学

千代田区立
九段中等教育学校

東京大神宮

●地下鉄『九段下駅』

東西線 7番口(富士見口)より徒歩１分

半蔵門線・都営新宿線 3a・3b番口より

飯田橋駅

徒歩３分

至 JR 飯田橋駅

GS

●JR・地下鉄『飯田橋駅』より徒歩７分

総武線・有楽町線・南北線・都営大江戸線

【お問合せ先】東京商工会議所千代田支部 （担当：松尾・反田） TEL：03-5275-7286

事前来場登録

事前申込いただき、ご来場者アンケートにお答えいただいた方には当日プレゼントを進呈致します。
（先着400名）
（なお、事前申込をされなくてもご来場いただけます。）

下記申込書にご記入の上、ＦＡＸ（０３－５２７５－７２８7）でお申込みください

企 業 名・ 学 校 名
お

名

前

住

所

役職
千代田区 ・ 千代田区外（

電

話

番

号

ア

ド

レ

ス

東

商

会

員

会員

・

非会員

会

参加

・

不参加

懇

親

下記QRコードからも
参加申込可

区）・ 23 区外（いずれかに○）

－

－
@
（いずれかに○）
（※東商会員事業者限定／会費 8,000 円）

※頂戴した情報は本イベント運営資料として使用するほか、東京商工会議所から各種情報提供のために使用する場合がございます。

