つながる！

つなげよう！

東商千代田ビジネスフェア
出展企業一覧

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。

平成30年

11/14

1

ポイント

水

展示会／13：00～17：00 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。

懇親会／17：30～19：00

（対象：出展者及び千代田区内事業者）

会

場／ホテルグランドパレス2階
千代田区飯田橋1-1-1

（地図は裏面に記載）

事前申込
特典

本冊子は
大切に保管の上、
当日ご持参ください。

事前申込のうえご来場いただいた方には
「マツコの知らない世界」
で紹介された
「星野物産㈱」の「小諸七兵衛」
を
プレゼント。 お申し込みは 裏表紙へ

千代田区内の１０３企業・団体が出展！

多種多様な分野の企業・団体が一堂に会する貴重な機会です。
また有名ホテル等のスイーツや食事の試食・即売も行います。

2

ポイント

【同時開催】講演会・なんでも相談会！

明治大学ビジネススクールによる講演会（詳細は次頁）や
専門家によるなんでも相談会を開催いたします。

3

ポイント

アンケート回答者にはプレゼント進呈！
会場にてアンケートにお答えいただいた方、

先着200名様に㈱伊勢半（千代田支部会員）様
より協賛いただいた右記賞品を進呈！

主催／東京商工会議所千代田支部
後援／千代田区・
（公社）麹町法人会・
（公社）神田法人会
認定特定非営利活動法人経営支援ＮＰＯクラブ
千代田区内近接大学の高等教育連携強化コンソーシアム

株式会社伊勢半
キスミー薬用
ハンドクリーム

講演会のご案内（参加無料）
当日は東商千代田ビジネスフェアと同時開催にて明治大学ビジネススクールの
木村哲教授による「ブロックチェーン技術を利用したビジネス開発最前線」と
題した講演会を開催致します。皆様のご参加をお待ち致しております。
日 時

2018年11月14日㈬ 13時～14時

テーマ

ブロックチェーン技術を利用したビジネス開発最前線

講 師

明治大学グローバル・ビジネス研究科

教授

木村 哲 氏

【講師プロフィール】

明治大学専門職大学院グローバル・ビジネス研究科長・専任教授
1974年早大理工学部卒同年興銀入行、98年興銀（現みずほ第一）フィナンシャルテクノロジー (株)
取締役投資技術開発部長、2004年4月明治大学専門職大学院グローバル・ビジネス研究科教授（現
職）、日本金融・証券計量・工学学会理事、日本価値創造ERM学会評議員、日本証券アナリスト協
会カリキュラム委員、MPTフォーラム特別委員、日本証券アナリスト、国際公認投資アナリスト。

会 場

ホテルグランドパレス３階「白樺・鶴・亀の間」（定員：300名）

申 込

下記申込書にご記入の上、FAX（０３-５２７５-７２８７）いただくか、東京商工会議所HP内
イベントカレンダーよりでお申込みください。【イベント番号：８７３７６】で検索できます。

下記ＱＲコードからも
参加申込可

【お問合せ先】 東京商工会議所 千代田支部 反田・横山
〒101-0051 千代田区神田神保町3-19 ダイナミックアート九段下ビル2階／☎：03-5275-7286

「ブロックチェーン技術を利用したビジネス開発最前線」（１１/１４）参加申込書
業種・
取扱品等

貴社名
所在地

〒

-

-

（E-MAIL）

（FAX）

-

-

氏
名：
部署・役職：

参加者名②

氏
名：
部署・役職：

（部署・役職）

＠

従業員数：

参加者名①

（部署・役職）
（TEL）

連絡先

-

名

※頂いた情報は、当講演会及び展示会の運営、また東京商工会議所からのご案内のために使用させていただきます。

1

印刷・販促

株式会社アイト

2

事業
内容
企業
PR

パンフレット・チラシ・書籍の企画・編集・デザイン制作
オフセット印刷、オンデマンド印刷・販促品制作
印刷会社としての制作・印刷のノウハウを持ちつつ、編集者２名が在
籍し企画や編集から一貫して受注できます。社内で「広報」の担当
者が決まっていない会社では、営業部長さんや社長さん自らが原稿作
成をされていることも多いと思いますが、原稿作成に時間がかかる、
苦手だ、面倒だと思っていらっしゃる方は「広報」の社外スタッフとし
てワンストップで解決いたします。また「紙」以外の販促グッズや周
年記念品などのノベルティグッズの制作も各種扱っております。ター
ゲットや数量、予算などをお知らせいただければ御提案いたします。

株式会社 ACROSEED

（行政書士法人、社会保険労務士法人、税理士法人）

〒101-0051 東京都千代田区神田神保町1-12 太陽堂ビル２F
TEL.03-3294-3344 FAX.03-3294-9428
http://www.kk-aito.co.jp/

印刷＋αよろず相談室

外国人雇用に特化した法務サービス

〒102-0093 東京都千代田区平河町2-6-1 平河町ビル8F
TEL.03-6905-6370 FAX.03-5276-3233
http://www.acroseed.co.jp/

外国人雇用の法務サービスならACROSEED
事業
内容

企業
PR

１．法人向けサービス
① 各種アウトソーシングサービス
法人設立、人事労務管理、翻訳、外国人社員のビザ申請、許認可取得、税務・
会計サービス
② コンサルティングサービス
労務管理コンサルティング、外国人社員の研修スキームの構築
外国人雇用コンサルティング、外国企業の日本進出サポート、等
２．個人向けサービス
日本滞在のビザ申請、国際結婚・離婚のサポート、外国人起業サポート、永住・
帰化サポート、国際相続、など
・ACROSEEDグループは、外国人の法務サービスに特化したコンサルタント会社です。
・1986年の行政書士事務所の開業以来、外国会社の日本進出支援、外国人のビザ申請、
外国人雇用のコンサルティングなどを30年以上にわたり専門に扱ってまいりました。
・現在では、ACROSEED社内に、行政書士法人、社会保険労務士法人、税理士法人
を併設し、お客様のご要望にワンストップでお応えできる体制を整えています。
・多くのお客様の信頼を勝ち得るようグループとしての体制作りを強化するとともに、今
後も実直な業務方針を貫き、お客様のお役に立つサービスを提供していく所存です。
ACROSEEDグループは、専門知識とノウハ
ウを活用してお客様の問題解決と顧客満足
を充足させ、社会の発展に貢献して参ります。

3

デジタルマーケティング

株式会社アドバンスコード

PR・マーケティングコンサルティング業

4

株式会社アルゴマーケティングソリューションズ

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

中小企業向けデジタルマーケティング支援・システム開発
事業
内容

企業
PR

5

デジタルマーケティングに関するAI・IoTを活用したシステム開発業
務 や、マー ケ ティング ツール の 導 入 支 援・運 用（MA、CRM、
SFA、アクセス解析等）をしています。
その他に自社製品として、AIによる自動応答チャットボット（WEB
接客）や、レコメンドエンジンによるパーソナライズメール／ DM ／
EC等のシステムパッケージも取り揃えています。
デジタル領域における販売促進を支
援するテクノロジーを提 供していま
す。当社は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
（MA、CRM、SFA）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実施できます。

〒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.03-6809-3969
http://argo-ms.com/

BtoB企業の広報・営業の問題解決
事業
内容

企業
PR

システムインテグレーション

株式会社イーアイティー（EIT Co., Ltd.）

当社は、主に生産財ビジネスを行う企業に対して、４つの側面から総
合的な問題解決策を提供します。
１ 企業広報PR事業
記者発表会や記者懇談会を企画運営し、企業や新製品・サービ
スの知名度を上げていく業務
２ 提案営業事業
生産財（B to B）営業強化または営業研修のた
めのツール開発、セミナーの実施
３ 映像創造事業
グローバルリクルーティング映像制作、ホログラ
ムを使った遠隔操作ツールの企画制作
４ 先端機能材事業
先端機能材に関するマーケティングコンサルティング
① 企業の知名度を戦略的に上げるプレスイベントの企画・運営
② ARを使ったPR・営業手法「Holopro（ホロプロ）」
③ 人財獲得のためのトップが語る映像制作
製造業・コンサルティング業

6

株式会社ｅＰ

〒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13F
TEL.03-6820-0777 FAX.03-5289-8166

あらゆる業務で ITが利用される現在、イーアイティーは「お客様に
とっての価値ある IT投資とは何か」を常に考え、お客様に最適な
システムをご提供します。お気軽にお問い合わせください。
事業
内容

企業
PR

7

各種システムのコンサルテーション、設計、開発、運用、保守
１）システムインテグレーション
ＷＥＢシステム開発のスペシャリストが最適なビジネスソリューションをご提供します。
金融業（銀行、証券、保険、クレジット）、公共等の汎用系業務アプリ・システム開発の
スペシャリストがプロジェクトを推進します。
企業の基幹業務を組織横断的に把握し、
「情報の一元化」、
「業務効率の向上」、
「経営情
報の見える化」を実現することで企業価値の向上を目指したソリューションをご提供します。
ITの土台となるネットワーク環境などに対して、スペシャリストが設計構築および運用管理
支援のソリューションをご提供します。
２）ソリューションサービス
経験豊富なＩＴ技術者が、金融、サービス、物流などさまざまな業種のお客様のオフィス
に常駐して、業務アプリ・システム開発、保守・運用、インフラ環境構築などの幅広い業
務で技術力をご提供します。また、IT業務まるごとのアウトソーシングにもご対応します。
これにより、お客様はより安心してIT環境をご利用いただけます。

〒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/

あなたの街の開発屋
事業
内容

企業
PR

セキュリティソリューションにも力をいれており、米国データーロッカー社の暗号ハードディスク
や暗号USBメモリーを取り扱っています。これらは、強固な暗号化（AES256ビット）で貴社
の情報資産を守ります。世界の政府機関や軍、医療機関、機密性の
高い情報管理で多数の利用実績があります。万一の紛失時にパスワー
ドを知られたとしても、クラウド型デバイス管理ソフトSafeconsole
により、リモートから利用停止やデータの末梢が可能です。

総合電気設備工事

岩﨑電気工事株式会社

工業製品の開発を行う開発専門会社です。
3DCADを用いたデザイン設計を主要事業とし、製品開発における初
期段階から小ロットの量産までを手掛けております。
今期より、産業ロボットを用いたFA事業を推進してまいります。
お客様の仕様に沿いながらも固定概念
にとらわれる事のない独自の開発方法
でものづくりの全ての領域に対応いた
します。
「コンサル型の製品開発」は車両、医療、
美容、公共設備等、幅広い分野でご好
評をいただいております。

情報サービスソフトウェア業

8

株式会社ウルトラエックス
〒101-0032 東京都千代田区岩本町3-9-17 スリーセブンビル8F
TEL.03-5823-5620 FAX.03-5823-5667
https://www.uxd.co.jp/

〒101-0052 東京都千代田区神田小川町1-6-1
TEL.03-5289-7455 FAX.03-5289-7166

安心・安全・快適・満足
事業
内容

企業
PR

電気工事における設計・管理・施工・メンテナンス業務
○ 受変電設備
○ 幹線動力設備
○ 電灯コンセント設備
○ 弱電設備
○ 自動火災報知設備
○ 太陽光発電設備
メンテナンスフリーのシステム施工が私たちの夢です。
しかし建物の機能は常に進化、変動していくものです。
私たちは新設と共にメンテナンス・改善業務を重視し、設備の保守・
管理・維持に確実に対応し、息の長いシステム、建物の管理を目指し
ています。
また様々な資格の取得にも力を入れており、より一層高い品質を保て
るよう日々邁進しています。

あらゆる機器、記録媒体に対応したデータ消去ツールを提供！
事業
内容

企業
PR

○
○
○
○

PCベンダー様への製品の品質向上を目的としたツール
PCの製造をサポートするツール
リユース企業様向け支援ツール
PC周辺機器・便利ツールの開発、提供

いまやリユースの世界では当たり前となった「データ消去」。
確実な上書き消去はもちろんのこと、ウルトラエックスでは日々お客
様の声を反映し実際の消去業務に最適化した
ツールをご提供しております。
また、リユース会社様に充実した消去サービ
スを行って頂けるよう、あらゆる機器（ノート
PC、サ ー バ ー、タ ブ レ ット）、記 録 媒 体
（HDD、SSD、USBなど）に対応したツール
をリリースしております。

1

勤怠管理

9

株式会社エイ・アイ・エス

医療法人、介護施設の事業承継・総合融資コンサルティング

10

エキスパートフォース株式会社

〒101-0032 東京都千代田区岩本町3-9-2 PMO岩本町6F
TEL.03-5833-8808 FAX.03-5833-8809
https://www.a-i-s.co.jp/kinta/

人のチカラを最大限に。

事業
内容

業務システム構築に伴う企画・提案・コンサルテーション・教育・パッ
ケージの導入販売・システム開発運用までのトータルソリューション
サービスを行います。

事業
内容

企業
PR

〒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5F
TEL.03-5577-5712 FAX.03-6206-4840

『ちゃっかり勤太くん』はサービス提供
開始15年のクラウド勤怠管理システム
です。
生体認証等による出退勤管理はもとよ
り、申請・承認機能や有給休暇管理、
シフト管理から人時生産性までサポー
トできる仕組みをご提供します。
また、カスタマイズ可能なクラウドシ
ステムのため、お客様の個々の課題に
応じた改善案のご提案が可能です。

11

○ 全国の医療法人（病院、クリニック）の事業継承
○ 全国の介護施設のM＆A

○ 総合融資コンサルティング
○ エクイティファイナンス
企業
PR

社内に元銀行支店長、外資系銀行出身者、公認会計士事務所出
身の財務会計のプロが常駐し、社外には財務省、経産省のキャ

リア官僚や金融機関出身の顧問団を持ち、そのコネクションを

フルに活かし企業の様々な資金ニーズに柔軟な姿勢でスピー
ディーに対応します。

健康指導・運動指導

エスエルアール株式会社

⑴データ加工、データ入力業務

12

SGS Associates 株式会社

〒101-0051 東京都千代田区神田神保町2-10-31 iWビル6F
TEL.03-6386-3426
https://slr.co.jp/

「心身ともに健康的な生活」を日常に
事業
内容

企業
PR

13

新しい健康文化を創造し、生活習慣指導・運動個人指導施設運営、
運動機能向上のためのクラブ運営、健康セミナー、講師派遣などを
行っています。
誰もが等しく健康の教養を得られ、生き生きとした生活を長く送れる
環境やサービスを提案していきます。
■健康オフィスワーク研修プログラム
就業中の過ごし方（デスクワーク中の姿勢、歩
行の仕方など）を変えることで「健康に近づく
働き方」を実現する研修を実施いたします。
■社内勉強会・交流イベント企画
健康知識セミナーや社内運動会など、健康
促進と社内コミュニケーションを兼ね備えた
イベントを企画運営いたします。

ビジネスフォーム印刷

エニカ株式会社

⑵高度人材紹介

〒101-0021 東京都千代田区外神田2-18-21 楽器会館601
TEL.03-6206-0644 FAX.03-6206-0645
www.sgsa.jp/

BPOでベトナムと日本の
新たなバリューチェーンを構築します。
事業
内容

⑴
⑵

企業
PR

ベトナム現地法人を中心にした日本向けBPO（Business
Process Outsourcing）業務
多言語対応高度人材紹介（ITエンジニア、国際業務）

ベトナムハノイの現地法人を拠点に、日本のお客様向けの各種データ
入力、データ加工、ECサイト用情報整理等の、BPO業務を行ってい
ます。業務は全て日本語で対応し、徹
底した品質管理のもと、安価で精度の
高いサービスをご提供します。
また、海外を含めたネットワークによ
り、多言語対応の高度人材（ITエンジ
ニア、国際業務従事者）のご紹介も行っ
ております。

通信業
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株式会社NTT東日本－南関東

〒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/

〒104-0061 東京都中央区銀座8-2-7
TEL.0120-525-281（平日 9:00 ～ 17:00）

ICTの困りごとはNTT東日本にご相談ください！
未来に向かって前進する開発型企業
事業
内容

企業
PR

印刷およびフィルム加工品の製造販売
機械を使わない誰でも出来るラミネート
お客様に、より利便性の高い開発製品をお届け致します。

企業
PR

こんなことにお困りではないですか？
○
○
○
○
○
○
○

拠点ごとの利用機器・サービスがバラバラで管理が大変
ICT環境について相談できる担当者がいない
情報セキュリティ対策には詳しくなく不安
地震などの災害時に事業継続できるか不安
働き方改革と言われているが何から始めれば良いか分からない
在宅勤務ってどうやったら始められるの？
移転の予定があるが手続きがよく分からない

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。

★ブース来訪者限定★
通常有料のネットワーク環境診断を無料で実施
させていただきます！
※後日お客さまのオフィスに専門スタッフがお伺
いいたします。

2

15

IT（不動産業向けパッケージシステムの開発・販売・保守）

株式会社エムズラボ（Mz Labo Inc.）

ビジネスコンサルティング事業、セミナー・研修事業
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株式会社LGブレイクスルー

〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-3-12 石原ビル4F
TEL.03-3288-2661 FAX.03-5226-5884
https://mzlabo.co.jp/

〒102-0076 東京都千代田区五番町12-6 五番町マンションB1
TEL.070-4559-3402 https://www.lgbreakthrough.jp/

「地方自治体とお取引をしたことのない企業様をゼロに」。

新しい間取り図作成ソフト
「Mizdori」の販売を開始しました。
事業
内容
企業
PR

私たちは、地方自治体案件獲得の勝率を、競合他社を制しつつ高
めてゆくためのあらゆるソリューションをご提供する、我が国唯一の
企業です。
自治体ビジネスにこれから参入をお考えの法人様から、すでに参入
されていてこれまで以上に勝率を高めたいとお考えの法人様まで、
ご状況に応じて必要なすべてをサポートいたします。

事業
内容

不動産仲介業、不動産管理業、民泊業向けパッケージソフトウエア
の開発・販売・保守
平成30年に大手不動産会社のシステム部門から独立して起業しまし
た。今まで手掛けてきた各種不動産業務システムのノウハウを、広く
一般の不動産仲介・管理業様向けにパッケージ化してご提供させて
いただきます。第１弾は不動産物件の紹介
になくてはならない「間取り図」を作成する
システム「Mizdori（ミズドリ）
」です。用
語の英語表記や、お客様ご自身が必要な言
語で用語登録可能な高機能な間取り図を、
極めて簡単な操作で作成できます。

私たちの強み：

企業
PR

☆
☆
☆
☆

地方自治体案件を「勝ち取る」ためのノウハウを提供する我が国唯一の企業
地方自治体への営業活動を初めて体系化
地方自治体の組織体質、現場の実情に精通
地方自治体のすべての事業領域に対応可能

ぜひお気軽にお立ち寄りください！

Mizdori体験版はこちらから⇒ https://mzlabo.co.jp/mizdori/download/
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飲食業

株式会社学士会館精養軒

社長の相談役 ®

18

神楽坂コンサルティング株式会社

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

〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町1-8-4 アルテール秋葉原604
TEL.03-4570-0655 https://www.kuruzo.com/

働く人と組織を元気にする
事業
内容

企業
PR

19

宿泊・婚礼・集宴会・レストラン4店舗（和食・中国料理・フレンチ・
カフェ &パブ）などの会館運営事業。
学士会館では「人が集い 幸せを求める」という企業理念の下、
昭和3年の創設より本年で90周年を迎えることができました。建
物は国の登録有形文化財にも指定され、都心にありながら非日常
的な時間と空間、美味しい料理
と心配りのあるサービスを提供
しております。ビジネスからプ
ライベートまで様々なシーンに
ご利用いただけます。
こ れ か ら も100年 企 業 を め ざ
し、日々お客様に喜んでいただ
けますよう努めてまいります。

総合建設業

春日建設株式会社

＜これまでのご相談事案の例＞
1. 人材開発プランのデザインと実施
3. キャリア・カウンセリング
5. 多面評価の設計と実施
7. エクゼクティブ・コーチングの実施
9. 成果主義に基づく報酬制度設定と運用指導
11. パフォーマンス･マネジメント
13. チームワーク・ビルディング
15. 諸規程の作成、改訂
企業
PR

事業
内容
企業
PR

○ 建築の施工の請負
○ 前各項に付帯する一切の事業
創業70年、一本の線の意味を理解しあえる、熱い信頼関係の協力業
者と共創したキセキ。長年の施工を通して蓄積された知識や技術は、
あらゆる分野の建築で活かされています。お客様のニーズ、設計者
の意図を的確にとらえ、緻密に実現する丁寧な施工で、多くのリピー
トやご紹介をいただいております。
新築工事、改修工事、アフターメンテナンスまで「真面目な業者」をモッ
トーに、建築に関するあらゆるご要望にお応えすべく、社員一同万全
の体制と自信をもってお待ちしております。

2. 人材アセスメント
4. 人材採用戦略策定と実施
6. 企業風土調査
8. 職務要件定義の設計と作成
10. 中核人材の育成とサクセッション・プランニング
12. マネジメント・スキル・トレーニング
14. タイムマネジメント研修
16. 福利厚生制度の立案

戦略的な人事コンサルタントとしての役割を以下の様に考え、ここの企業
にベストフィットする施策とソリューションの策定に取り組ませて頂きます。
・信頼を築く
・クライアントを理解する
・共に目標に向かって取り組む ・よき診断者としての側面を持つ
・幅広く対応する

20

〒102-0072 東京都千代田区飯田橋2-9-3
TEL.03-3268-1919 FAX.03-3239-5424
http://www.kasuga-kensetsu.co.jp/

「共創のキセキ、春日のシゴト」～知識と技術と安心を～

人事戦略コンサルタントとして、一貫したコンセプトを保ちながら短期的な解決すべき
課題への取り組みと、戦略的なビジネスゴール達成のために必要とされる施策のバラ
ンスを上手くとりながら、それぞれの人事スキームを構築していくために、クライアン
トのパートナーとして一緒に取り組ませていただきます。

事業
内容

紙

卸売業

株式会社カミオー
〒101-0051 東京都千代田区神田神保町1-3 冨山房ビル5F
TEL.03-5217-7001 FAX.03-5217-7002
https://www.k-kamio.co.jp/

事業
内容

企業
PR

○ 紙及び紙製品の販売
○ 御朱印帳やペーパータオルなどオリジナル商品の販売
○ カレンダーやパンフレット、販促品のデザイン、企画
出版用紙や印刷用紙、情報用紙や包装用紙など多岐に渡り紙の取
り扱いをさせていただいております。
また、用紙以外にもパンフレットやポスターなど印刷物や紙加工
品、販促品等のデザイン・企画の提案もしており、御朱印帳やペー
パータオルなどの弊社オリジナル企画で展開をしております。

春日建設株式会社
3

21

イベント企画・運営

神田カレー街活性化委員会

22

〒101-0032 東京都千代田区岩本町1-9-4 岩本町194ビル8F
TEL.080-6595-3191 FAX.03-6735-4632
http://kanda-curry.com/

日本最大級400店以上のカレーの激戦区神田で5万人が
集まるカレーイベント「神田カレーグランプリ」を開催
事業
内容

企業
PR
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○ 神田カレーグランプリの企画・運営
○ 神田カレー街食べ歩きスタンプラリーの企画・運営
○ その他、地域活性化イベントの企画・運営
東京・神田は、400店以上のカレー店が集積する日本有数の「カレー
激戦区」です。毎年8月に始まる「神田カレー街食べ歩きスタンプ
ラリー」では、8万部のガイドブックを発行し
て大変多くの方に参加いただいています。ま
た、秋に開催される「神田カレーグランプリ」
には、2日間でおよそ5万人の方に足を運んで
いただき、カレーを楽しんでいただいていま
す。さらに大きな「神田の町おこし」として
発展させたいと考えています。

個人情報保護・情報セキュリティ・品質

コンサルタント

株式会社キュー・ピー・エスコンサルティング

本をひらく 人を支える
事業
内容
企業
PR
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企業
PR

図書館設備・用品・管理システム、博物館・美術館設備等
キハラは『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。
図書館のトータルプランナーとして、基本構想から設備設計、システ
ム提案、ファニチャー事業、サプライ事業からメンテナンスまで、図
書館専門メーカーとして一貫した図書館サポートを展開いたします。

サービス業

株式会社共立メンテナンス
〒101-0021 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/

御社の事業体に会った無駄のないコンサルティングを提供します
今般の個人情報保護の高まりを受けて、皆さまどのような対策を講じ
ていらっしゃいますか。弊社はISO（国際標準化機構）が定めた情報
セキュリティや品質の基準を満たして対外的に謳える仕組みの構築、
及び個人情報保護法を遵守している証となるPマーク（プライバシー
マーク）を取得するご支援を行っております。
情報の価値が飛躍的に高まっている現在、お客さまからお預かりした
情報（個人情報、企業機密）を漏洩することは企業の存亡にも関わ
ります。御社のBCP対策としても情報セキュリティ確保は重要です。
企業防衛として、新規取引先開拓ツールとしてもご活用ください。

キハラ株式会社
〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台3-5
TEL.03-3292-3301 FAX.03-3291-5198
http://www.kihara-lib.co.jp/

〒102-0074 東京都千代田区九段南1-5-6 りそな九段ビル5F
TEL.03-6869-6884 http://qps-consul.co.jp/

事業
内容

図書館設備・用品メーカー

よい朝のために。
事業
内容

企業
PR

定型化された規程類や帳票を提供するだけでなく、御社の事業体に
合った、日ごろのお仕事と一緒に運営できる情報セキュリティ等の仕
組みの構築をお手伝い致します。

○ 寮事業（学生寮・社員寮・ドミール（ワンルームマンションタイプ）
・
受託寮の管理運営）
○ ホテル事業（ドーミーイン・リゾートホテル）
○ シニアライフ事業（高齢者向け住宅の管理運営）
○ PKP事業（自治体向け業務受託）
1979年の創業以来、食・住・泊をテーマに、寮事業とホテル事業
を基幹事業として、成長戦略を推進するとともに、変化する社会環
境を見据え、高齢者向け住宅を展開する「シニアライフ事業」、自
治体と連携し公共サービスを提供する「PKP事業」など新しい事
業にも邁進しています。

本 社 〒277-0871 千葉県柏市若柴160-18
TEL.04-7139-9929 FAX.04-7139-9930

25

NPO法人（特定非営利活動法人）

認定NPO法人 経営支援NPOクラブ
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〒101-0047 東京都千代田区内神田1-5-13 内神田TKビル
TEL.03-5577-6785 FAX.03-5577-6786
http://www.ka-npo.com/

全産業分野に亘る専門家による実践的な支援
事業
内容

企業
PR

4

中小企業のための、販路開拓、商品開発・改良、市場調査、企画・
組織運営をめぐる実務的経営相談や、労働生産性の向上のための課
題解決などの経営支援と、実践的なテーマでの講師派遣（中小企業・
支援機関、小中高等学校・大学向け）による次世代人材育成支援。
ほぼ全業種に亘る120余社の企業出
身の会員210余 名がチームを組み、
多様な視点から、中小企業の実務的
支援を行い成果につながっています。
会員の専門分野は、人事・財務・企画・
営業・購買・設計・生産分野等多岐
にわたります。
（昨年度 実 績：支 援
企業数745社、支援回数2812回）

サービス業

株式会社KBC キャンディーブーケジャパン
〒101-0051 東京都千代田区神田神保町1-31-1
TEL.03-3291-3617（本社） FAX.03-5280-0250
公式 HP http://www.candybouquet.co.jp/
楽天 HP http://www.rakuten.co.jp/can-bou/

見て楽しい、食べてうれしいキャンディーブーケ
事業
内容
企業
PR

キャンディーブーケの製造・販売
プレゼントが大好きなアメリカで生まれた【キャンディーブーケ】な
らではの楽しみ方はたくさんあります。お誕生日や記念日、入学祝い、
お子様の発表会、クリスマスなど、あなただけの大切な日を、キャ
ンディーブーケがお手伝いさせていただきます。

筆耕業

27

株式会社弘周舎

28

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

企業
PR

賞状、目録、のし袋、封筒・はがきの宛名等の毛筆筆耕
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。

製造業（特殊ネットワーク通信機器）

29

〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-10-1 有楽町ビル419
TEL.03-3213-1571 FAX.03-3284-0167
http://shop.koyo-opt.co.jp/

株式会社コネクト

事業
内容

企業
PR

30

〒101-0032 東京都千代田区岩本町1-2-9 TLビル5F
TEL.03-3863-9291 FAX.03-3863-9650
http://www.connect-net.co.jp/

企業
PR
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○
○
○
○

ネットワークソリューション販売
映像ソリューション販売
システムソリューション販売
アウトソーシング

事業
内容

・弊社ではネットワーク関連の一般的な製品は扱わず、レガシー製品
を自社開発し、皆様が必要な時まで生産できる限り提供致します。
・何か必要な機器があった時、弊社にご一報頂ければ、既にある
かも知れませんし、無ければ代替製品をご提案出来るかも知れま
せん。
・ネットワーク機器だけを考案し、
30数年、弊社は皆様のヘルプコー
ルをお待ちしております。

ホテル

ザ・ペニンシュラ東京

温かなおもてなしで
お客様をお迎えするラグジュアリーホテル

企業
PR

当社は古く（創業60年）から光学関係の材料・機器を通信販売を行っ
ており、現在ではWEBを使用し国内の大学・研究所大手機器メー
カーに製品を納入している。
工学に関する商品のコンサルテイングを得意として，お客様の希望
商品を国内・海外から調達提供している。

サーバラック、什器の設計製造販売、お客様の課題に対してのソリューション展開

株式会社コムラック

－Manage－

企業
PR

ザ・ペニンシュラ東京は、世界の主要10都市にホテルを展開するザ・ペニン
シュラホテルズのひとつで、皇居外苑と日比谷公園の向かいという最高のロ
ケーションに、一棟建てを誇るラグジュアリーホテルです。47室のスイートを
含む314室の客室やパブリックスペースは本物の和
を感じられる空間となっており、個性豊かなレストラ
ンやバー、都心で究極の癒しをご提供するスパ、そ
して伝説的とも称されるペニンシュラ・ホスピタリ
ティでくつろぎのひとときをお過ごしいただけます。

何とかします！

〇サーバラック、周辺什器等、設計製造販売
〇上記に付随するソリューション
〇感染症対策製品
【ウイルスバスター UVC】の製造販売
病院・介護施設・保育園・食品工場な
どノロ・インフルエンザウイルス等感
染症対策が必要な施設向けに、紫外線
殺菌装置の販売を開始しました。
インフルエンザが流行する冬に向け販
売を強化しております。
また、特注製作で案件対応なども得意
としております。

32 Ｇシステム株式会社

〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-8-1
TEL.03-6270-2888 FAX.03-6270-2000
https://www.peninsula.com/ja/tokyo/5-star-luxury-hotel-ginza/

事業
内容

光学に関する各種国内製品、レンズ・プリズムから海外の光関連オ
プトロニクス素子を輸入して当社だけの得意分野で国内販売を広く
行っている。

〒341-0004 埼玉県三郷市上彦名 7
TEL.048-950-6600 FAX.048-959-0820
http://www.comrack.co.jp/

弊社は通信テクノロジーの総合サプラヤー
事業
内容

株式会社光洋

サイエンスに関するコンサルテイングとお客様の
希望される商品の調達と販売

ひと文字 ひと文字 に真心を込めて
事業
内容

光学関係の部品・機器等の輸入、国内販売

輸入卸売商社

〒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/

地球環境に貢献する商社
事業
内容
企業
PR

油・水溶性薬品等の吸着材、環境対策製品の輸入卸売り
耐熱耐切創テクノーラ手袋、耐油手袋の卸売販売
Ｇシステム吸着材は自重の10倍以上を吸着します。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。
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、即納いたします。

米旅行雑誌「フォーブス・トラベルガイド」におい
て2016年より3年連続で最高ランクの5つ星評価に
輝くと共に、米 旅 行 雑 誌『トラベル＋レジャー』
誌主催の “ワールド ベスト アワード2018”－「東京
のホテル」部門では、昨年に続き、1位を獲得いた
しました。

5
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不動産賃貸業、食品輸入･販売業

株式会社塩崎ビル

34

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

株式会社ルミエール
山梨で133年続く国産ワイン会社“栽培から販売まで自営なり”
〒405-0052 山梨県笛吹市一宮町南野呂624
TEL.0553-47-0207 FAX.0553-47-2001 URL.http://www.lumiere.jp/

ソフトウェアの開発、製造、販売。
ビデオ編集、セキュリティ等幅広いジャンルでの顧客ニーズをとらえ
た商品開発・販売。

事業
内容

日進月歩で進化し続けるソフトウェアは、数も多く、どれが何をし
てくれるのか、分かり難いことも確かです。そこで使いやすく、毎
日の生活をより便利にしてくれるソフトウェアを世界中から選び、あ
るいは独自に開発して、手ごろな価格でお届けし、毎日の生活をよ
り効率的に、人生をより楽しく豊かなものにしていただけるお手伝
いをしたい。そんな夢を抱いてジャングルは誕生し、その夢に一歩
でも近づくように、毎日頑張っています。

企業
PR

上記2社とも同一コンセプトとして、自然と共生、消費者つまりそれ
ぞれの顧客満足度に重点を置き、絶えず改革していくことをモットー
としています。

企業
PR

35

出版

株式会社晶文社

36

〒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

フランス料理、製パン及びその販売、製菓及びその販売

株式会社セーキ

事業
内容
企業
PR

6

1974年創業の銀座レカンをはじめフラ
ンス料理、パン、パテスリーを展開
フランス料理の専門店として40年以上
にわたり銀座を中心に店舗運営を行っ
てきました。現在はブーランジェリー（製
パン）パテスリー（製菓）部門も展開し
ており、すべての物を自社製でお客様
にご提供できる体制を整えております。
また、接客ではコンクール等で優勝
経験を有する社員も複数名在籍して
おり人材の育成にも真剣に取り組ん
でいます。

スマーテックワークス株式会社

ソフトウェア技術者集団の会社！
ソフトウェアによる自動化ソリューションの開発・提供

事業
内容

近年の働き方改革の動きで、人手不足を補いながら生産効率を上げ

企業
PR

るためのさまざまな施策が講じられてきています。その中でもRPA

（ロボットによる業 務自動 化：Robotics Process Automation）
は今最も注目を集めている技術です。今回弊社では長年培った自動

化技術を活かしたRPAプロダクト「SWATHub for RPA」を紹介
させていただきます。
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銀座レカン、ロテスリーレカン
ブラッスリーレカン、ブーランジェリーレカン
株式会社セーキ
〒102-0073 東京都千代田区九段北1-3-６
銀座レカン
中央区銀座4-5-５ ミキモト本店ビル
ロテスリーレカン
中央区銀座5-11-１ ミレニアム銀座ビル１F
ブラッスリーレカン
台東区上野7-11-1 アトレ上野レトロ館
http://www.lecringinza.co.jp/

ＩＴ

〒101-0041 東京都千代田区神田須田町1-12-1 山萬ビル302B
http://www.smartekworks.com/
sales@smartekworks.com

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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株式会社ジャングル
〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3-15 NTF竹橋ビル8F
TEL.03-5217-6360 FAX.03-5217-6356
https://www.junglejapan.com/

1970年の創立以来、塩崎ビルはテナントへのサービスとしてフロア
の環境測定を40年以上記録し、そのデータに基づいた管理業務を
行っています。又、経営多角化の為、2016年酒類販売免許を取得し、
食品輸入販売事業も始めました。

事業
内容

ソフトウェア

総合商社

関彰商事株式会社
〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-1-1 明治生命館5F
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

企業
PR

当社は、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器機・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。
当社は、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。

卸売業

39

製造業

セダージャパン株式会社

40

〒102-0072 東京都千代田区飯田橋1-12-14 宮島ビル202
TEL.03-3222-5781 FAX.03-3222-5783

事業
内容

企業
PR
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○
○
○
○
○
○
○

婦人・子供衣料品企画販売
皮革衣料品企画製造販売
ニット衣料品企画製造販売
雑貨小物企画製造販売
ノベルティ小物企画製造販売
繊維医療用具企画製造販売
婦人靴企画製造販売

映像システム関連のソフトウェア開発など、
「こんなことできるの？」から、なんでもご相談ください！
弊社は、特に映像システム関連のソフトウェアやシステムの開発を
行っている会社です。特に様々なセンサーを取り入れたインタラク
ティブなシステムの発案から制作までを得意としております。起業
から11年目を迎え、様々なお客様の広告・宣伝や、イベント、また
常設のアトラクション用のシステム制作の経験をさせていただきまし
た。2018年2月には、千代田ビジ
ネス大賞で、VRヘッドセットを用
いた「避 難 体 験VR」を出 展し特
別賞をいただくことができました。
今後も常に新しい技術の先見を持
ち、お客 様にわかり易いシステム
のご提案をしてまいります。

事業
内容

婦人向けの製品メーカー、材料メーカーの企画と、小売業者の企
画を繋ぎ合せ、それまでにない衣料品を世に出すことに注力して
おります。
自社の縫製工場（タイ国）と製靴工場（東京）で企画、製造し販
売することもできます。

結婚相手紹介サービス業

全国仲人連合会 神田須田町事務所

安心で良質な出会い・頼れる婚活

企業
PR
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仲人

田中幸子

紙の専門商社（卸売業）

株式会社竹尾

1. ファインペーパー（高級特殊印刷用紙）
・一般印刷用紙の販売
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
竹尾は、1899年の創業以来、紙の専門商社として、色や風合い、豊
かな素材感をも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連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。
これからも竹尾は「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。

官公庁を主体とした学校・病院・研究
施設等を中心に、建築設計分野におい
て豊かな経験と高い技術力の専門技術
者集団があらゆるプロジェクトに取り組
んでいます。
耐震診断や耐震改修には、豊富な経験
と技術の蓄積を持っています。

事業
内容

企業
PR

「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

企業
PR

株式会社綜企画設計
〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-5-2
TEL.03-3864-8938 FAX.03-3864-8808
http://www.soukikaku.co.jp/

「人との調和」を理念としています。設
計を手掛ける時、常に意識しているのは
「人」の存在です。全ての中心に人がい
て、使いやすさ、住みやすさ、心地良さ、
優しさなど、人の五感に訴える設計を心
がけています。

44

〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3-12-6
TEL.03-3292-3613（営業開発部 機能材営業課直通）
FAX.03-3292-9203 http://www.takeo.co.jp/

事業
内容

建築設計

耐震診断、耐震改修ならお任せください

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。
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。
「出会いがない」
「恋愛
に奥手」
「自信がない」
そんな方にも安心なのが「仲人型結婚相
談所」です。初婚の方はもちろん、再婚、
シニア婚も歓迎いたします。ご相談は無
料ですので、是非一度ご相談ください。

株式会社ゼロユニット
〒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/

〒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
http://mm.twinstar.jp/

事業
内容

ソフトウェアおよびシステム開発

輸入販売

タスマン株式会社 タスマンワイン愛好会
〒101-0064 東京都千代田区神田猿楽町1-2-1 新日貿ビル
TEL.03-3295-1321 FAX.03-3295-1323
http://www.tasmancorp.co.jp/

ワインは美味しくて安全で、スクリューキャップ式
なので、開栓が容易で保存にも適しております。
加えてフランス産ダニエルボジュー社のコニャックも、
独占好評販売中です。
事業
内容

企業
PR

ニュージーランド・オークランド市・ソルジャンワイナリー産の
ワインとフランス産ダニエルボジュー社のコニャックを輸入販売
唯一の日本総代理店です。他店で購入は出来ません。
80年の三代にわたる家族経営のソルジャンワイナリーで、当愛好
会でしか購入できません。タスマンワイン愛好会は当社にて年2
回の無料試飲会も開催しております。この機会に愛好会へのご加
入をお待ち申し上げます。詳しくは上記ホームページにアクセス
をお願いします。

7

電気通信工事業・電気工事業・塗装工事業
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田中電気株式会社

46

秋葉原駅徒歩１分駅チカ。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68周年になる無線機を中心とした機器
の販売と工事、保守、メンテナンス、を行う電気通信工事業の会社です。
また無人航空機事業部ではドローンスクールも行っております。
田中電気では無線・セキュリティ・ドロー
ン・通販・携帯ショップなどの取り扱い
がございます。
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正しい知
識と操縦技術が学べます。
ドローンを操縦する上で必要な知識や技
術を４日間の集中プログラムで学べます。

企業
PR

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
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67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。

事業
内容

当社の強みは、長年の販売活動で培ったネットワークによる豊富な取
扱い商品です。大手メーカーの代理店でもありますが、約1,200の様々
なメーカーの商品を調達する事が可能です。また、経験を積んだ技
術スタッフが部品調達から設備支援まで、トータルサポートも行って
おります。部品調達及び設備の自動化・省力化をご検討の際は、ぜ
ひご用命ください。

企業
PR

平日クラス・土日クラスもあります。
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スクールを行います。
面倒な飛行申請手続き不要で大空の下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貸出などの特典などもございます。

組合・団体
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千代田区日中友好協会

48

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
○
○
○
○
○
○

日本からの訪中団の派遣と斡旋、及び中国からの訪日団の受け入れと斡旋
在日中国人留学生の支援事業
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
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

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 □在日中国人の起業支援 □弁
護士・会計士紹介

企業
PR

49

企業
PR

8

一般社団法人ちよだ中小企業経営支援協会

印刷業

ちよだマーチング委員会

「専門性」×「チーム力」で企業様の経営を強力にサポート

『ちよだマーチング委員会』の（株）フォレスト、共立速記印刷（株）
は印刷会社です。ポスター、カタログ、パンフレット、書籍、チラシ、
はがき、封筒など、あらゆる印刷物の作成はもちろん、企画、デ
ザインから承ります。少部数、少ページの印刷物もお任せくださ
い。また印刷物作成に伴うデータ入力、データベース構築、その
他デジタル媒体作成、Web構築、翻訳等も承ります。
ちよだ地区の地元企業を応援すべく、
「まちおこし」を目的に（株）
フォレスト、共立速記印刷
（株）とで『ちよだマーチング委員会』
を立ち上げています。
『ちよだマーチング委員会』として、千代田区の企業の皆様の企
業PRのお手伝いをさせて頂きます。

当協会は約40名の中小企業診断士が会員として運営しています。
千代田区を中心に都内の事業者様に経営コンサルティングを提供し
ています。
事業の成果に繋がるよう、コンサル
ティングノウハウの研鑽やチーム力強
化を図っています。

事業
内容

◆事業計画の作成支援
◆補助金、助成金活用支援
◆ＷＥＢサイト・ＳＮＳの活用支援
◆ＩＴツールの活用による効率化支援
※その他、企業経営に関するご相談は
何でも承ります

企業
PR
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〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-11-24
TEL.03-3234-5511 FAX.03-3263-2740
http://www.ksi21.com/index.html

事業
内容

経営コンサルティング

〒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1215
メール：info@chiyoda-consulting.tokyo
U R L：https://chiyoda-consulting.tokyo/

〒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
info@jcfa-chiyoda.jp http://www.jcfa-chiyoda.jp/

事業
内容

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/

〒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

制御機器・電子部品卸売業

ホテル

株式会社帝国ホテル
〒100-8558 東京都千代田区内幸町1-1-1
TEL.03-3539-8085 FAX.03-3504-1816
http://www.imperialhotel.co.jp/

メイドインジャパンのグランドホテルとして、
日比谷にて120余年営業しております。
事業
内容

企業
PR

（1）内外賓客の宿泊、貸席及び宴会 （2）食堂の経営及び
食品、酒類、その他ホテル関連物品の販売業 （3）食品・
飲料及びホテル用機械器具の輸入業務 （4）一般乗用旅客
自動車運送事業及び路外駐車業務 （5）不動産の売買及び
賃貸 （6）ホテル及び宿泊・料飲施設等の経営、運営、業
務の受託及び技術指導 （7）その他、前号に付帯する業務
■グループホテル／①帝国ホテル東京（本社）②帝国ホテル
大阪 ③上高地帝国ホテル ④ザ・クレストホテル柏
1890年の開業以来、内外の賓客をお迎えしてき
た帝国ホテルは「おもてなしの心」あふれる寛ぎ
の時間とともに数々の「伝統の味」を生み出し、
数多くのお客様の支持をいただいて参りました。
歴史を誇る日本を代表するホテルです。
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文字起こし（テープ起こし）

テープリライト株式会社

52

〒101-0063 東京都千代田区神田淡路町1-5-2 及川ビル4F
TEL.03-3255-0478 FAX.03-3258-6770
http://www.taperewrite.co.jp/

労務関係トラブルのヒアリング・発言記録に！
社内や取引先との交渉・会議録作成に！
社史・広報誌・社内報等の制作に！
事業
内容
企業
PR

53

企業の人材確保・雇用環境整備を支援します！
事業
内容

年平均6000時間の音声をテキスト化する、文字起こしの専門会
社です。

企業
PR

創業55年の信頼と実績、テープリライトにお任せください。全て社
内スタッフによる作業でセキュリティも万全。ライターと校閲者の2
人体制、ダブルチェックで目的に
応じた「正 確な」「使える」原 稿
をお届けします。
また当社スタッフによる出張録音
も可能。社員が書き起こすコスト
と弊社の料金を比べてください。

電気工事業・電気通信工事業

東京システム特機株式会社

安全・安心・的確な仕事で
お客様に喜ばれる工事会社を目指す。

企業
PR

55

空調制御システム、防犯カメラシステム、防災情報システム、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
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。

免税店

東京電気商会 TOKiS

1983年創業の免税店「東京電気商会」は、世界の情報発信地である
秋葉原に本店を設け、また全国主要な観光地に出店しています。家電
製品から時計、理美容品、化粧品、文具、民芸品、薬品など取扱商品
は多岐にわたります。
主要取引先：Sony、Panasonic、象印、Tiger、日立、YAMAN、MTG、
資生堂、
KANEBO、
Citizen、
SEIKO、
CASIO、
ピジョン、
花王、
ユニチャーム、
アツギ、パイロットなど。
弊社は35年のインバウンド経験から豊富
なノウハウを持ち、日本の良質な商品を世
界 に 紹 介 する べく貢 献 して お りま す。
Made in JAPANのコ ス メ「HiTOKi桜 シ
リーズ」や、「抹茶シリーズ」などを海外
に紹介し、お客様の好評を頂いております。
安心安全品質にこだわる日本製品のご提案
や商品販売など、この機会をきっかけにお
手伝いできたらうれしいです。

■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］
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司法書士

東京司法書士会千代田支部
〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3-19 廣瀬第2ビル2F
TEL.03-3295-1276 FAX.03-3295-1269
支部長 駒木宏之（司法書士法人駒木事務所）
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

信用第一、顧客第一、品質第一、サービス第一

企業
PR

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。

■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。
・「女性の就業継続」や「男性の育児休
業取得」を後押しする企業を支援し
ます。

事業
内容

企業
PR
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〒101-0021 東京都千代田区外神田3-7-7 東京電気ビル
TEL.03-3257-0032 FAX.03-3257-0104
http://www.tokisjp.com/

事業
内容

公益財団法人 東京しごと財団
〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-10-3
TEL.03-5211-2306 FAX.03-5211-2329
http://www.shigotozaidan.or.jp/

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

事業
内容

人材確保支援事業・雇用環境整備支援

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。
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
気軽にお声掛けください。

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://www.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450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。

9
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社会保険労務士会

東京都社会保険労務士会 千代田統括支部
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〒102-0073

東京都千代田区九段北1-1-5 第二中央ビル2F
社会保険労務士法人味園事務所内
TEL.03-3556-7879 http://www.sr-ccs.com/

支えます！ 職場の安心 企業の未来

燃料の事なら、何でもお任せ下さい！
木炭・薪・練炭等固形燃料・LPガス・灯油・軽油・重油・潤滑油
等石油製品・各種燃料器具及住宅関連設備機器・ガソリンスタンド・
オートリース取扱・損害保険代理店・山林経営及び木材生産・各
種給排水設備工事・不動産賃貸

・同一労働同一賃金

昭和10年頃、日本の一般家庭では木炭、石炭、薪などが燃料の主流でした。
第二次大戦中、木炭、薪は統制を受け、配給制となりました。昭和18年、
木炭を配給するため、
「東京都燃料配給統制組合」として私たちは生まれ
ました。
利他の精神、創造、お客さま第一を常に考え、時代の変化と共に燃料全
般を取り扱っております。今回は、特に飲食店様向けの木炭、薪をアピー
ルしにまいりました。現在、木炭、薪をお使いの飲食店様やこれから新規
店舗を考えている方々でお困りの方、お気軽にご相談下さい。経験豊富な
営業スタッフが親切丁寧に対応させていただきます。

企業
PR

・無期転換ルール
・セクハラ、パワハラ、
マタハラ
・過重労働対策
・メンタルヘルス対応
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飲食業

フランス料理レストラン

株式会社東條会館 レストランアルゴ

60

〒102-0083 東京都千代田区麹町1-12 ONE FOUR TWOビル9F
TEL.03-3265-5504 FAX.03-3265-5099
事業
内容
企業
PR

皇居と丸の内を一望できる店内で伝統的な技術に裏付けられたフラ
ンス料理とワールドワイドなセレクトのワインをお愉しみください。

機構部品の設計･開発･販売

株式会社栃木屋

部品に信頼と美しさを

企業
PR

10

株式会社トキワ

レストラン営業

雨からあなたを守る 88 年の歴史
レインウエアをはじめとした防水製品の企画・販売

事業
内容

世の大半の方が好まない「雨の日」を「良い天気」と言い続けて
88年。株式会社トキワは、雨の日に活躍するオリジナルレインウ
エアを企画から製造、販売と一貫して行っている会社です。「完
全防水」をコアバリューとした製品企画をしています。本日は雨
の日に自転車で活動をされる方々へのアン
ケート調査をもとに製品化した平成29年
度東京都トライアル発注認定商品「雨先案
内人サイクルレインコート」を出展させて
いただいております。是非ご覧下さい。
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〒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/

事業
内容

卸・小売業

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

企業
PR
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東京燃料林産株式会社
〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3-17
TEL.03-3294-3311 FAX.03-3294-3319
http://www.tohnen.co.jp/

事業
内容

・働き方改革

卸売業、小売業

蝶番・蓋止め・取手・鍵・キャスター・ステーといった機構部品を設計・
開発・販売しており、鉄道・OA機器・住宅設備など、あらゆる場
所に組み込まれ、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。
来年で設立70年を迎える栃木屋。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。

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/

動画・映像のご相談はお気軽に！
事業
内容

企業
PR

「自分の夢や会社のありたい姿」を映像化することで、多くの方々が
成功をつかみ、「人生とビジネスを豊かに」していくお手伝いがした
い。それが当社の創業の想いです。会社案内やサービス・商品紹
介等の映像制作全般を、企画・撮影・編集・配信とワンストップで行っ
ています。
「定額動画サービス」活用事例
広告代理店を挟まず大手企業と直
接取引、特に20社を超える保険会
社を始めとした金融業界の制作実
績が豊富です。業務委託契約を締
結、コンプライアンスを遵守し、高
いビジネスマインドで取り組んでい
ます。その実績を活かして、御社
の映像展開をお手伝いいたします。
コモンズ投信株式会社
お気軽にお問合せください！
会長 渋澤 健 様
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国際税務・通商 IT ソフト・人材

TradeTax 国際税務・会計事務所

64

当事務所は、以下の３本柱の業務を主としております。
① 国際税務・国際通商・国際サプライチェーンコンサルティング

環境対応 × 高精細印刷
事業
内容

② 通商ITソフト

貿易、保険コンサルティング

③ スリランカ専門人材銀行
（グループ会社）

企業
PR

65

企業
PR

貴社の営業利益を改善します。
ご相談ください。

教育、学習支援業

日本工業大学 専門職大学院

66

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

企業
PR

67

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。
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）を取得＆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。

ホテル

日本ホテル株式会社 東京ステーションホテル

Classic Luxury

時代を超えて愛される、上質なひととき
お客様へ色褪せることのない記憶に残る成果と評価をお約束いたします。

企業
PR

○ 客室150室（クラシック29室、パレスサイド77室、ドームサイド28室、メゾネット7室、
ジュニアスイート4室、アンバサダースイート2室、インペリアルスイート1室）
○ レストラン10店舗（フレンチ、バー＆カフェ、ロビーラウンジ、バー、日本料理、寿司、
中国料理、イタリアン、鳥料理、喫茶＆ショップ）
○ 宴会場【3宴会場】
（鳳凰：288㎡、陽光：110㎡、桐：80㎡）
○ その他 ギフト商品、
フィットネスラウンジ、
スパ、
松屋東京丸ノ内
JR東京駅・丸の内南口改札からわずか30歩という
ロケーションにありながら、喧騒から離れた静けさ
と、瀟酒なヨーロピアンクラシックに彩られた空間。
JR東京駅丸の内駅舎の南口改札から雨にも濡れ
ず、わずか30歩という理 想的なロケーションに、
先進性を兼ね備えた3つの宴会場を用意。最新鋭
の音響と映像設備を駆使し、プライベートパーティ
からセミナー、ミーティングまで、さまざまなスタ
イルのご宴席をコーディネートいたします。

高精細印刷等、美しい印刷物と環境対応型の印刷技術をご紹介させ
ていただければと思っております。また新たに導入したUVプリンター、
レーザーカッターを使う事で、ノベルティ等の新たなサービスへの展
開も可能になっておりますので、是非、
弊社ブースへお立ち寄りください。

設備工事業

日本設備工業株式会社

いい環境がいい未来をつくります。
事業
内容

企業
PR
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〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-9-1
TEL.03-5220-1111 FAX.03-5220-0513
http://www.tokyostationhotel.jp/

事業
内容

弊社は創業80年を超え、これまで数多くの企業様とのお取引を行っ
てまいりました。
近年の印刷不況の中でも製造過程において環境に優しい印刷物、
更に高精細FMスクリーンによる美しい印刷物をご提供する等、独自
のサービスを実施し、お取引様から高い評価をいただいております。
アート作品等の印刷物への展開も行っており、その美しさはプロの
アート作家様からも大きな評価をいただいております。

〒100-0004 東京都千代田区大手町1-7-2 東京サンケイビル
TEL.03-3279-1731 FAX.03-3245-1663
http://www.nihonsetsubi.co.jp/

働きながら学べる社会人のための1年生大学院
事業
内容

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7F
TEL.03-5835-2711 FAX.03-5835-2712
http://www.nspr.co.jp/

〒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
https://www.japan-jil.com/

事業
内容

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

空調給排水衛生設備の設計施工、公害やビル災害設備の設計施工、
建築物の内装設備の設計施工、店舗用厨房機器、消火設備の設計
施工、オフィスや店舗をはじめ、老朽化したマンション等のリ
ニューアル、給排水管の更生・更新など東京・大手町の本社を核
として広く全国のお客様のご要望にお応えしております。
私たちは1966年建築設備の総合エンジニアリング企業としてス
タートし一昨年設立50周年を迎えました。次の100周年に向けて
単なる設備業を超えて、いい環境をつくりあげる会社へ、常に変
革と挑戦を忘れずに新たなチャレンジを続けます。

輸入販売

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.03-3291-3611 FAX.03-3291-3615

スマホをかざすだけでWebページ等にリンクできる
NFCコネクトギフト！
事業
内容

企業
PR

海外の商品の輸入販売を行っております。今回紹介させていただく
商品はNFCコネクトギフトです。
NFCコネクトギフトは缶バッジやマグネット、コースター、Tシャツ、
帽子、ウォッチバンド、キーチェーン等にNFCタグを搭載させた商
品で、スマートフォンをかざすだけでWebサイト、クーポンページ、
SNS、YouTube、音楽、連絡先、電話番号、地図、文字など様々
な情報を開くことができます。
メーカーや企業のノベルティや販売促進、イベントなどの利用に最
適な商品です。
iPhoneがNFCの利用が可能になり、これから日本でもNFCの需要
が高まることが予測されます。成長が進むIoT市場において、NFC
コネクトギフトも注目されると考えております。
ノベルティやイベントでの利用など、様々なシーンで活用できるので、
今後この商品を普及させていきたいです。
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衛生管理機器の開発・製造・販売、衛生管理のコンサルティング

株式会社ハセッパー技研

クリエイティブ制作（主に動画、Web、グラフィックデザイン）

70

株式会社パレイド

〒101-0032 東京都千代田区岩本町3-8-2
TEL.03-5833-5971 FAX.03-5833-5977
http://www.haccpper.co.jp/
事業
内容

企業
PR

71

殺菌と消臭に関連する商品の開発、製造、販売を行っております。
弊社技術により生成されたカンファ水が持つ非常に優れた殺菌消臭
効果により、食品工場、病院、ホテルから一般家庭まで様々な場
面でかかえる感染症や食中毒、悪臭問題の解決策を提案します。
弊社の殺菌消臭水生成装置カンファミキシノーヴァは東京都ベン
チャー技術大賞『奨励賞』に選ばれた非常に信頼ある技術です。
この装置で 生 成するカン
ファ水はキッコーマンやア
サヒビールなど大手 食 品
メーカーが 効果を認め採
用しています。弊社はこの
カンファ水で 近年悪化を
辿る環境を衛生面から改
善することで社会へ貢献し
ていきます。

Web制作・ネット通販・電子出版

株式会社ヒューマンウェア

〒102-0083 東京都千代田区麹町2-6-5 麹町ECKビル5F
TEL.03-6721-5681 FAX.03-6721-5682
http://prd.jp/

for your success
クリエイティブの力で企業の様々な課題を解決いたします。企画か
らデザイン、Web制作、映像制作、パンフレットやポスターまで幅
広い案件にワンストップで対応しています。

事業
内容

各業界のトップ企業との取引実
績があります。弊社の知見を貴
社のビジネスの発展に活かせる
と思います。誠意を持って仕事
に取り組み、信頼を得られる企
業を目指しています。プロフェッ
ショナルな意識と責任感を持っ
て課題に取り組むクリエイターが
揃っています。

企業
PR

人材紹介業

72

フォースバレー・コンシェルジュ株式会社

〒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://www.human-ware.net/

本と映像の履歴書「わたく史®」
事業
内容

企業
PR
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業界初！ 出版と映像とWebのトリプルメディアの新しいヒューマンド
キュメンタリーの誕生。
次世代につなげたい、残したい想いをかたちに……スマートフォン
時代の自分史です。
中小企業庁の「ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金」
で開発したシステムの機能をしております。特許出願済
http://watakushi.jp/
スマホ時代の自分史・社史を「わたく史®」がデジタル出版します!
スマホ時代の販路拡大をネット通販「おとどけねっと®」がお手伝
いします!

精密機器/半導体・電子・電子機器の開発及び製造、CADソフトウェアの開発・製造・販売

株式会社フォトロン

〒102-0083 東京都千代田区麹町5-3 第7秋山ビルディング6F
TEL.03-3263-6847 FAX.03-3263-6848
https://www.4th-valley.com/

世界中の人々が最も輝ける場所を地球上から探し出し
夢や希望にあふれた社会を実現します
世界中の人材と企業・大学を繋ぐ、国を越えた人材コンサルティン
グ事業を展開しております。自社開発のデータベースには約130 ヵ
国20万人強の人材が登録しており、日本企業様を中心にお取引をさ
せていただいております。近年は経済産業省や地方自治体の事業も
受託しており、日本中の企業様へグローバル人材採用支援を行って
おります。

事業
内容

企業
PR

国境を越えて活躍したいグローバル人材と、世界の企業をAIマッチ
ング で 繋ぐ、グローバ ル・ダイレクトリクル ーティングサービス
「Connect Job」が ス タ ート。
外国人採用が初めての企業様
にも手軽に採用コストを抑えて
ご利用いただけます。

健康経営コンサルティング業

74

プライマリー・アシスト株式会社

〒101-0051 東京都千代田区神田神保町1-105 神保町三井ビルディング21F
TEL.03-3518-6290
http://www.photron.co.jp/

国産CADメーカーとして30年以上の実績があります。
事業
内容

企業
PR

12

民生用および産業用電子応用システム（CAD関連ソフトウェア、高
速度カメラ・画像処理システム、放送用映像機器、その他）の開発、
製造、販売、輸出入
フォトロンは画像にこだわった技術や
製品を企画・開発し続け、おかげ様
で今年50周年を迎えました。今回は
国産CADソフトとして多くの販売実績
を誇る図 脳RAPIDシリーズと、ハイ
エンド3D CADとして有名はCATIAと
同じカーネルを搭載した「図脳CAD
3D」を出展します。

〒102-0081 東京都千代田区四番町4-8 野村ビル4F
TEL.03-4226-3857 FAX.03-4226-3853
http://primary-assist.co.jp/

「健康経営」実現に向けてワンストップでサービスを提供いたします
事業
内容

企業
PR

○
○
○
○

健康経営コンサルティングサービス
健康経営優良法人認定の取得支援
健康イベント、健康管理システムの導入支援
産業医療職（産業医／保健師／看護師）向け
人材サービス
○ 産業医療職向け教育研修事業
○ 健康経営セミナー（対法人、労働組合向け）
○ メンタルヘルス支援サービス
『心と身体のトータルケア』を目指して
「健康経営」の推進は、大手企業から中堅、
中小企業に拡がり始めております。当社
は、「自らが健 康経営を実践し、それを
世の中の企業に普及させる」というテー
マを創業以来掲げ、健康経営、働き方改
革の実現をアシストしてまいります。
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広告代理業

株式会社ペコラ

情報通信業

76

pepex株式会社

〒101-0032 東京都千代田区岩本町3-10-7 東自機ビル7F42号
TEL.03-5825-9137 FAX.03-5825-9138
http://www.pecora327.com/

① 女性の中途採用に特化した求人広告の取り扱い、通年採用に関
するコンサルティング
② カーレース、スポーツ、映画、アニメ、音楽コンサート、演劇
公演等スポンサー広告
③ 暗号通貨（仮想通貨）関連のイベント企画、オリジナル商品開発、
プロモーション広告

事業
内容

〒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

企業
PR

広告を作って出すという表面上の施策ではなく、本来の目的達成や
課題解決のために顧客企業の財務状況や経営計画を熟知した上で
提案を行い、結果を出します。「信頼できる日本の広告代理店」と
して国内だけでなく中国、ロシア、アメリ
カを中心に海外の企業からも問い合わせ
や相談が殺到しています。

企業
PR
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ホテル業

株式会社ホテルグランドパレス

【P-stream】低価格法人向け動画配信サービス
【pepex online】SSL証明書、IT機器販売サービス
【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。
【pepex online】今や会社のサイトにSSL（暗号化通信）を導入
することはもはや常識！
高 信 頼 性 のJPRS SSLを
お得な価格でご購入可能
です！
この機会に是非ご検討く
ださい！！

ホテル業

78

ホテルメトロポリタン エドモント

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

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

初代総料理長「故堤野末継」の味を受継ぐ美食のホテル
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。

事業
内容

人気のパウンドケーキセレクション
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。

企業
PR
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鉄道模型専門店

株式会社ポポンデッタ

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「ケーキ オ オレンジ」
。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
「ケーキ オ 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
「ケーキ オ 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。
各 ￥1,300（消費税込み）

広告・企画プロデュース業、情報処理サービス

80

有限会社ボンズ企画

電子データ化センター

〒101-0021 東京都千代田区外神田3-3-5 ヨシイビル7F
TEL.03-3253-2941 FAX.03-6206-4425
http://www.popondetta.com/

事業
内容

企業
PR

全国に46店舗を展開する鉄道模型の専門店です。駅ビル、SCに
主に出店しており、鉄道趣味の世界をより広く一般に普及すべく
「鉄道」をキーワードに様々な商品を開発・販売しています。
ポポンデッタは全店舗に巨大鉄道模型ジオラマを設置。鉄道模型
はもちろん、日本中から集めた鉄道グッズや鉄道書籍、ジオラマ
作成用品など、鉄道に関するものなら何でもそろうお店です。巨
大ジオラマでは鉄道模型の体験運転も可能。“趣味の王様” と呼ば
れる鉄道模型。そのミニチュアの世界を、ぜひ体験してみてくだ
さい。

〒102-0071 東京都千代田区富士見2-4-7 247ビル3F
TEL.03-5215-2170 FAX.03-5215-2162
http://www.bonds.ne.jp/
https://www.scan.ne.jp/

ペーパレスから始まる働き方改革
事業
内容

企業
PR

○
○
○
○

電子化ソリューション事業
プロモーション事業
クリエイティブ・印刷事業
Webソリューション事業

● スキャニングサービスによる
契約書や図面等あらゆる紙媒
体の電子データ化の提案
● ペーパレスアドバイザーによる
ペーパレス実現へのナビゲート
● 業務生産性の向上の提案

13
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OEM商品・販促商品等の企画・製造・販売

増成織ネーム株式会社

塗料の卸、小売業及び不動産の賃貸

82

株式会社松岡商店

〒101-0032 東京都千代田区岩本町3-3-5 3F
TEL.03-3866-6780 FAX.03-3863-1940
http://www.masunari-net.co.jp/

本
社：〒101-0054 東京都千代田区神田錦町1-21 宗保第1ビル7F
東京営業所：〒101-0054 東京都千代田区神田錦町1-23 宗保第2ビル2F

オリジナルグッズの製作を承ります

事業
内容

ネックストラップ（社員証ホルダー）・社章等のバッジ類・企業の記
念品・販促品やスポーツ・芸能関係等のOEM販売商品各種など、
お客様の「ロゴマーク」「ブランド」「キャラクター」の魅力を最大
限に生かしたグッズ製作を行っております。
取り扱っている商品は300種類以
上あり、毎年30種類以上の新商
品をリリースしています。

事業
内容

企業
PR

写真は新たにオーダーメイドによ
り販売を開始した「今治ブランド
タオル」です。ロゴマークやキャ
ラクターなどをオリジナル表現し
た今治ブランドタオルが100枚よ
り製作可能です。

企業
PR
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インターネットビジネスの企画・開発・運用

株式会社 manebi

創業明治44年以来、各塗料メーカー様の代理店としてお客様の多
様な塗料のニーズに応え、塗り替え等のアドバイス、ご支援をし
ています。
又、塗料にかかわる様々な関連用品の卸販売も行っています。
当社は会社と会社、人と人との関係を第一にお客様が必要とする
商品を、お客様が必要とするタイミングでご提供する事を心がけ
てます。
何年経っても変わらない塗膜、何年経っても変わらないお客様と
の絆づくりを目指します。

輸入服地・衣料品専門商社

84

マルキシ株式会社
〒101-0063 東京都千代田区神田淡路町2-23 菅山ビル4Ｆ
TEL.03-3251-7300 FAX.03-3251-7440
http://www.marukishi.co.jp/

〒101-0051 東京都千代田区神田神保町3-1 日建ビル2F
TEL.03-6265-6008 FAX.03-6265-6007
https://manebi.co.jp/
事業
内容

見るだけはもう古い！
学ぶ文化構築で会社がダントツに成長！
価値ある学び、出会い、体験を通じて、人がソーシャルミッション（社
会的使命）に生きる過程をサポートするため、eラーニングサービス
を中心に事業を展開。

事業
内容

企業
PR

企業
PR

「株式会社manebi」は「學
び（学び）
」の語源である
「真似び」に由来します。
私たちのビジョンは、
「カッ
コイイ」を興し続けること
です！
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ゴルフ用品

製造・卸販売

株式会社 Muziik（ムジーク）

創業昭和16年の老舗服地マーチャント（卸売商）。主に英国・イタリ
アの高級服地を輸入し、有名百貨店、大手セレクトショップ、オーダー
スーツショップに供給しています。
オーダーメイドスーツ用の高級イ
ンポート服地のエキスパートとし
て知られるマルキシが、お知り合
い、ご紹介の皆様限定でお届け
するメンバーシップサービスを東
商千代田支部の会員様にご案内
させていただきます。英国製、イ
タリア製を中心とした高品質服地
からお選びいただき、
熟練のフィッ
ターがお好みを伺いながら採寸。
トレンドを意識しながら的確なア
ドバイスもさせていただきます。

映像制作

86

メディアジャパン株式会社

〒101-0041 東京都千代田区神田須田町1-11-3F
TEL.03-5980-8562 FAX.03-5980-8563
事業
内容

Muziikブランドの展開
現在におきましては主にゴルフグリップ・ゴルフシャフト・ゴル
フヘッドなどパーツをメインとした製品をMuziikブランドとして
展開いたしております。
OEMビジネス
大手メーカーで培ったブランド構築を基礎に、デザインを取り入
れ優れたOEM製品を創り出すことが可能。海外工場と直接取引す
ることで抵コスト、時期や製品にもよるが小ロット生産も可能。

企業
PR

14

独創的なアイデアと本物志向を追求し、ゴルフの向上と楽しさを
生み出すMuziikブランドの製品を展開。
他社さんの製品づくりからブランディング・PRのお手伝いまでも可能。

〒101-0041 東京都千代田区神田須田町2-2-5 須田町藤和ビル7F
TEL.03-6278-8411 FAX.03-6278-8412
http://me-ja.co.jp/

わかりにくいことを映像でわかりやすくします
事業
内容

企業
PR

○
○
○
○

テレビ番組・ビデオパッケージ・CMの企画制作
ウェブサイト・CGの企画制作
イベント立案 および 運営
広告 および パンフレット制作

報道、ドキュメンタリー、バラエティなどテレビ番組の制作を中心に、
企業用動画、テレビCM、リクルート動画など多岐に渡る映像を制
作しています。
会社の理念をオリジナルの歌と映像で表現する「理念動画®」や、
自分の足跡をオリジナルの歌にのせた「自分史動画」は当社にしか
作れない世界に１つだけの動画です。私たちの創造力でぜひ、貴社
のオリジナル映像を作らせてください。
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各種卸売業

ゆうらホールディングス株式会社

88

あなたと Life style に Art を
当社は、伝統的工芸品の職人や作家を国内及び海外の販路先に繋
ぐ「匠ワンストップ」事業を行っております。
今回の展示作品は、丹波立杭焼と美濃焼です。丹波立杭焼は日本
六古窯の1つとして日本遺産に認定されています。美濃焼は15種類
指定されている中で人気の高い「志
野」になります。
当社は、お客様のライフスタイルに
デザイン性と品質に優れた商品を提
供することで、毎日の生活に豊かさ
や快適さを感じていただくため、職
人や作家と直接打ち合わせをし、お
客様のニーズに合った商品開発を行
うことで、次世代への日本文化継承
を目指し全力で努めてまいります。

企業
PR

89

ソーラー充電式ライト「ソーラーパフ」の製造販売

ランドポート株式会社

Uniform Solution Company
ユニフォームで“企業の課題”を解決する会社
〇企業用ユニフォーム・関連商品の企画、販売
〇インターネットショップの運営、カタログによる通信販売
〇防災用品の販売

事業
内容

1975年に福島県で創業し、現在は東京都千代田区を本社に福島エリア
と関東圏で10拠点を展開するユニフォームネットは、地域に根付いた
企業様に企業価値が高まるユニフォーム(制服)を提案、提供しています。
また、お客様に当社のファンになって頂くための「ファン化」活動や、
お客様と共に成長し地域活性化を推
進する「共創プロジェクト」などにも
力を入れており、ユニフォームを通し
てさまざまなチャレンジをしています。

企業
PR

90

〒101-0021 東京都千代田区外神田2-2-19 MKビル
TEL.03-3255-8388 FAX.03-3258-1089
http://www.solarpuﬀ.jp/

ソーラー充電式ライト及び関連商品の
製造・販売
コンパクトに折り畳めて、超軽量、防水、エコな欲張り
ライト。重さわずか75g、厚さはたったの約1.5cm、上
下のベルトを引っ張るだけで瞬時にサイコロ型ライトに。
約8時間でフル充電、弱モードで約12時間点灯します。
ソーラー充電なので乾電池不要。単三乾電池約200本
分（約20,000円相当）の節約になります。LEDなので
熱くならず安心。明るさは弱→強→点滅の3段階切替。
ベッドサイドや暗い廊下などで普段はインテリアライトと
して使用し、もしもの時の備えにもなる「普段使いの防
災品」として。コンパクトなので持ち運びも便利、外出
時や旅行先の手元の灯りにも。もちろんアウトドアやレ
ジャーのさまざまなシーンでも使えます。点滅モードで
夜道の散歩や自転車のカゴに入れれば事故防止に。

企業
PR

91

企業の人材採用支援サービス

株式会社リブリッジ
〒101-0032 東京都千代田区岩本町3-2-2 千代田岩本ビル4F
TEL.03-5809-2349 FAX.03-5829-8589
https://www.rebridge.co.jp/（
「リブリッジ採用動画」で検索 ）

太陽のエネルギーをコンパクトな灯りに。
軽くて防水、
そしてエコ。
そんな欲張りなライトです。
事業
内容

株式会社ユニフォームネット
〒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/

〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3-21
TEL.03-5577-2101 FAX.03-5577-3272
http://www.you-la.co.jp/

事業
内容

卸売業

高画質「採用動画」を低価格で：貴社の魅力を最大化する

企業
PR

製薬業

株式会社龍角散

株式会社リブリッジはリクルートと日立の出身者による人材サービス
会社です。主に大手メーカー、建築・設備、不動産領域、福祉関
連領域の管理職・技術職の正社員採用のご支援に特長があります。
また、官公庁向けサービス等でも実績を
重ね、採用に特化したWebサイト制作運
用や採用動画の制作を、さらに管理職や
新卒向け等の研修メニューを多数保有し
ご提供しています。費用対効果の高いサー
ビスを継続してご提供できることが私たち
の強みです。

事業
内容

第9回千代田ビジネス大賞にて『ニュービ
ジ ネ ス 部 門』受 賞、パーソル キ ャリア
「DODA」に て『BEST AGENT賞2017』
受賞。
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〒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

企業
PR

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。
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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93

広告・企画運営・デザイン・ウェブ制作等

92

株式会社秋コレ

94

95

93

○各種イベント運営業務制作
展示会、アニメ、ライブ関連の様々なイベント
全般の運営をサポート。
（幕張メッセ・東京ビックサイト等）
○秋葉原フリーマガジン『秋コレ』
フリーマガジンの発行。隔月発行 発行部数
3万部B5 ／ 24ページ
○オールジャンル地域密着イベント『秋コレ』
秋葉原で創作活動をする個人が100サークル集
い、即売・展示するイベント。アニメ、
コスプレ、秋
葉原の歴史、無線、
電子工作、鉄道、
ミニ四駆等。
○MADE IN 秋葉原
自社キャラクター『自律電人四六型 しむ』
運営、秋葉原ガイドブック制作等。
秋葉原に根付いた企業だからできること、アニメコンテンツを
使っての集客、動員、地域活性化につながる仕事をしています。
アニメ・漫画等のコンテンツを使用した制作やイベント企画、
秋葉原でのイベント集客等でお役に立ちたいと思っております。

奥村印刷株式会社

95

ビジネスを強力にサポートする、手帳・名刺・パーソナルなアイテ
ムから大企業に向けてのSPツールの制作を得意としています。
ビジネスツール開発の実績と蓄積されたノウハウで的確な情報を
セレクト。
また、クライアント様の業務内容に合わせた役立つ企画をご提案
します。
特に名刺は大企業向けの提案に実績も多数用意しております。

印刷業

株式会社光邦

水性フレキソ印刷事業で新たな市場に挑みます。

企業
PR

16

○
○
○
○

103

地域限定旅行業、映像制作事業

Akiba.TV 株式会社

印刷業

株式会社オフセット岩村

高画質印刷＋レーザー加工で紙製品は新たなステージへ

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

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
への取り組みを開始しており、オフセット工場がある埼玉県新座市
の敷地内に、現在フレキソ工場を
建 築しております。2018年末に
完成予定です。
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。

弊社は創業38年の東京都板橋区にある印刷会社です。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。
最新鋭のUV印刷機での多種多様な紙への印刷、すべての生産設備
を事業所内に保有するワンストップ生産体制による安心品質、工場
の24時間稼動によるスピード対応により、お客様が求めるサービス
を提供いたします。

事業
内容

本フェアでは、高画質オンデマンドプリンターによる写真画質印刷
物と、高速レーザー加工機により加工された紙製品を展示・紹介い
たします。
写真の世界でしかありえなかったRGB画質を可能にしたオンデマンド
プリンター、従来の紙加工技術を凌駕した精密・高速のレーザー加
工機により、皆様が見たことがない新しい世界をお見せいたします。

企業
PR

97

出版・編集

株式会社コンテンツ・シティ
〒107-0052 東京都港区赤坂3-16-5 ユタカ産業ビル505
TEL.03-5545-5891 http://www.contents-city.co.jp/

〒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
https://www.kohocome.co.jp/

事業
内容
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〒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/

企画・イベント・グッズ・手帳・名刺・カレンダーなどの開発・販
売を行う企業です。多彩なデータベースをバックボーンに、メインツー
ルのビジネスダイアリーを情報ツールの中核に置き、パーソナルな
使いやすさはもちろん、企業のPRアイテムとして広く活用できるよ
うにさまざまな企画を用意しています。
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101

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。

企業
PR

プリントコンシェルジェ

企業
PR

100

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。

事業
内容

〒114-0005 東京都北区栄町1-1
TEL.03-5390-7673 FAX.03-5390-7674

事業
内容

99

Deep な体験を世界中のみなさまへ！

あらゆる情報ツールの企画・開発

94

98

東京都千代田区外神田4-14-1 秋葉原UDX 4F
LIFORK AKIHABARA R06
TEL.03-3527-9755 FAX.03-6800-2247
http://akiba.tv/

様々な秋葉原をコレクション！

企業
PR

97

〒101-0021

〒101-0021 東京都千代田区外神田3-7-3 東冷ビル302
TEL.03-3525-8693 http://akicolle.com/

事業
内容

96

出版・編集・検定サイト運営
事業
内容

企業
PR

【出版事業】資格検定のテキストや問題集の出版。
【編集事業】ライティングから編集までのお手伝い。
【自費出版】企業や店舗の紹介を書籍化いたします。
【リーフレット編集・印刷】リーフレットやカタログ作成のお手伝い。
【ポータルサイトの運営】資格・検定のポータルサイトSKPSの運営。
コンテンツ・シティ出版は、資格や検定のテキストや問題集の出
版と、ポータルサイトの運営を関連付け、資格や検定に挑戦する
方を応援する事業を展開しており
ます。また、企業や店舗といった
法人様のブランディングの１つと
して、書籍の出版のお手伝いをし
ております。

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126社
（2017年6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12社からサービスと事例を紹介します。
飲食業・不動産業

98

三創産業株式会社

紙製品製造及び印刷

99

株式会社昇文堂
〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町4-6
TEL.03-3862-0045 FAX.03-3864-4557
http://www.shobundo.org/

〒102-0075 東京都千代田区三番町１
TEL.03-3262-3303 FAX.03-3262-5957
https://sanbancho.jp/

千代田区をおいしく
事業
内容

企業
PR

印刷・抜・シュリンク包装・発送までワンストップ！

全米リブ料理コンテストでグランプリを獲得したアメリカンレストラ
ン『トニーローマ』1972年から変わらず世界中で愛されてきたその
味を、広々とした店内で。また、両国の知る人ぞ知る焼肉の名店『巨
牛荘』口の肥えた業界関係者が” 究極の焼肉屋” と絶賛する味を、
半蔵門駅徒歩30秒という便利すぎる立地の店で。両店とも自慢の
肉料理を用意し、ご来店をお待ちしております。
昭和25年、千代田区三番町に外国人専用ホテルとして創業し、そ
の後もホテル跡地にマンション・事務所を構え、長らく地域に根差
した不動産・飲食業を営んでおります。
飲食業は千 代田区の２店舗以外にも、
東 中 野・桜 新 町 に ピ ッ ツ ァ 専 門 店
「PIZZERIA CIRO」、新宿にカフェ＆ダ
イニング「ラシーン」計5店舗を展開し
ております。

100

情報サービス業

株式会社テクラス

事業
内容

企業
PR

私たちは紙製カードを中心とした、様々なオリジナル製品を開発製
造しているメーカーです。販売用にノベルティーに常に面白く高品質
な商品を提供しています。
平 成12年 より、トランプ カード
54枚、すべてをオリジナルにして
WEBより受注するビジネスを開始
しました。翌年よりオリジナルカ
ルタを開始。その後順次、メンコ・
ジグソーパズル・観戦グッズなど
も好評をいただいております。
北は稚内から南は那覇まで数千点
の実績がございます！
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〒104-0045 東京都中央区築地1-4-5 第37興和ビル2F
TEL.03-5148-5225 FAX.03-5565-0350
http://www.tecrus.co.jp/index.html

上手なクラウド活用で「人手不足」
「生産性向上」を解決できます！
事業
内容

企業
PR

クラウド活用支援やセキュリティ強化などのITコンサルティング、業
務システム開発、ITインフラの構築・運用を行い、企業様の課題を
解決します。

弊社がクラウドサービスの1つであるOﬃce365の活用をサポートし、
次の2点の経営課題の解決をご支援します。
1.【人手不足】チャット、ビデオ通話機能により、在宅勤務でも密
なコミュニケーションが可能になり、育児・介護等で働き方に制
約がある人材の確保、繋ぎ止めができます。
2.【生産性向上】無駄な時間を削減し、より付加価値の高い業務に
充てることで生産性が向上します。
・チャット、ビデオ通話機能により、会議のための移動時間が
削減されます。
・高速な全文検索機能により、必要な資料を探す時間が短縮されます。
・ファイル同時編集機能により、複数人で同時に作業を進められ、
効率的なチーム作業が可能です。
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小売業、講師業

フラワーギャラリー瞳株式会社 岡村比都美

事業
内容

企業
PR

○ 桜商品（お茶、染色品）の小売、卸業
○ 教室（草木染め・フラワーアレンジメントの講師・桜料理 など）
○ 千代田区のさくらに関する著書
『千鳥ヶ淵のさくらたち』『千鳥ヶ淵のさくらたち其の二』
東京国立近代美術館ミュージアムショップにて販売中
『千代田区のさくらを愛するみなさまへ』非売品
桜にこだわったオリジナル商品を、開発販売しています。
桜の製品を企画、制作、もしくは桜商品の質問やご相談を承ります。
工房名

桜の工房アトリエさくら

〒344-0061 埼玉県春日部市粕壁7012
TEL.048-755-2177 FAX.048-754-1941

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/

情報のユニバーサルデザイン「UCD」
事業
内容

企業
PR

情報過多、高齢化社会等により、生命・財産に関わる情報を提供
する企業や自治体を中心に、情報の「わかりやすさ」が求められて
います。
弊社は、一般社団法人ユニバーサルコミュニケーションデザイン協
会のパートナー企業「UCDAの窓口」として「情報の送り手と受け
手の間にある障壁を取り除き、伝達効率を高めるためのデザイン」
を提供しています。
情報量が多いカタログや記入不備の
多い帳票等を、わかりやすさの観点
で科学的に分析し、重要な情報を
わかりやすくデザイン改善を行うこ
とで、お客様の「顧客満足度の向上」
と「コスト削減」に貢献します。
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印刷・Web 制作

株式会社陽幸社
〒102-0073 東京都千代田区九段北1-6-4 日新ビル2F
TEL.03-3264-1228 FAX.03-3221-0227
http://yokosya.co.jp/

〒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1216
メール：sakurachan@ivy.ocn.ne.jp
U R L：okamura-hitomi.com/

桜は散ってからがおもしろい
千代田区のさくら再生事業に関わって15年

印刷

自社で簡単に更新できるWebサイトを制作します
事業
内容

企業
PR

○
○
○
○

オンデマンド印刷・オフセット印刷・パッケージ印刷
DTP製版・CTP出力・印刷用インクジェット校正・本紙による平台校正
画像補正・色調補正・画像レタッチ
Web制作・Web集客アドバイス・Webマーケティング支援・
ネット広告代理

Webサイトの更新でお困りではありませんか？
私達の約9割のお客様がWebサイトの更新に
不満を抱えていらっしゃいました。
弊社では従業員の方々で簡単にページが増や
せ、更に専門業者にSEO料金など払わず、自
分たちで検索されやすくなる「セルフSEO」が
可能なWebサイトにリニューアルするご提案を
しております。
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その他イベント
講演会

グルメコーナー

なんでも相談会

明治大学ビジネス
スクールによる講演会

区内有名ホテル・
レストランが集結

下記専門家による
「なんでも相談会」を開催

【テーマ】
ブロックチェーン技術を
利用したビジネス開発
最前線

スイーツやワイン等の
試飲食や即売も実施

中小企業診断士、
税理士、
社会保険労務士、
行政書士、司法書士が
無料で対応

展示会場ホテルグランドパレスへのアクセス
交通アクセス抜群の立地、
お気軽にお立寄りください！
●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番口より徒歩３分
●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
●東京シティエアーターミナル
（半蔵門線「水天宮前駅」）より10分

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

事前申込いただき、ご来場いただいた方には当日プレゼントを進呈致します。
（なお、事前申込をされなくてもご来場いただけます。）

（来場登録シート）

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

役職

所

千代田区 ・ 千代田区外（
@

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○）
（※千代田区内事業者限定／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。

