茨城県
企業名
（株）ヴィオーラ

郵便番号
所在地
310-0913 水戸市見川町2131-404

電話
029-241-8251

FAX
029-243-7203

ホームページ
www.viola.co.jp

Eメールアドレス
info@viola.co.jp

担当者
藤本 昌宏

受注可能な物品・サービス
・レンタルおしぼり
・美容室向けレンタルタオル
・飲食店向け雑貨
・病院・施設向けタオル

FAX
048-572-9825

ホームページ
www.fsgn.furukawa-sky.co.jp

Eメールアドレス
fs.greennet@ｆsgn.furukawa-sky.co.jp

担当者
山崎 誠三

www.matsuyafoods.co.jp/mls/ mls-soumu@matsuyafoods.co.jp 常務取締役 宮腰

特例・重多の別
受注可能な物品・サービス
･除草作業（草取り、除草剤散布）
特例子会社
・樹木剪定作業（但し４ｍ以下）
・清掃作業（床清掃、トイレ清掃）
・名刺、封筒（長形３号まで）印刷（モノクロ、カラー）min100枚/
ロット
・ランドリー業務（食品関係）
特例子会社

特例・重多の別

重多事業所

埼玉県
企業名
（株）UACJグリーンネット

郵便番号
所在地
366-0801 埼玉県深谷市上野台1351

電話

（株）エム・エル・エス

355-0071 東松山市大字新郷83-1

0493-27-1777

0493-23-9814

（株）ハロー

360-0843 熊谷市大字三ケ尻5200

048-531-1866

408-531-1867

郵便番号
所在地
263-0016 千葉市稲毛区天台6-5-3

電話
043-284-3611

FAX
043-284-3533

郵便番号
所在地
183-0057 府中市晴見町2-24-1

電話
042-352-3330

（株）ＶＳＮビジネスサポート

108-0023 港区芝浦3-4-1グランパークタワー 03-5765-6150
3F

（株）沖ワークウェル

108-8551 港区芝浦4-11-17

03-5445-6805

（株）キューピーあい

194-0215 町田市小山ヶ丘4-3-3

042-775-6626

（株）トランスコスモスアシスト

hallow.kabu.sa@hitachi-metals.com

智裕
小林 護

ホームページ
www.chiba-data.co.jp/

Eメールアドレス
saitoh@chiba-data.co.jp

担当者
斉藤 達也

FAX
042-352-3339

ホームページ
www.tokyo-ds.co.jp

03-5765-6149

www.vsn.co.jp

Eメールアドレス
担当者
受注可能な物品・サービス
webmaster@tokyo-ds.co.jp 営業部長 須崎 功 ・データパンチ作業
・都市計画基礎調査
・GIS関連システム開発
・区政（市政）モニターアンケート調査
・バリアフリーマップ作成
管理部
・名刺等のモノクロ、カラー印刷
・データ入力

・場内清掃、維持管理業務
・名刺、社内使送便、売店業務

特例子会社

千葉県
企業名
（株）千葉データセンター

受注可能な物品・サービス
・データ入力
・スキャニングサービス
・ポスター、パンフレット、チラシ、封筒、名刺等のモノクロ・カ
ラー印刷

特例・重多の別

特例子会社

東京都
企業名
（株）TDS

www.okiworkwel.co.jp

ymzk176d@oki.com

042-770-6440

www.kewpie-ai.co.jp

hiroshi_shoji@kewpie-ai.co.jp 庄司 浩

150-0002 渋谷区渋谷3-25-18渋谷ガーデン 03-3486-6660
フロント4F

03-3486-6661

www.transcosmos-assist.co.jp info@transcosmos-assist.co.jp 岩脇

（株）長谷工システムズ

105-0014 港区芝1-15-14

03-3456-6014

03-5676-4728

www.haseko.co.jp/hss/

（株）バンダイナムコウィル

111-0043 台東区駒形2-4-11ヨシクニ駒形ビ 03-3847-6011
ル8F

03-3847-6012

www.bandainamcowill.co.jp/ y-kato@bnba.jp
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山崎 正樹

Hideshi_Akase@haseko.co.jp 赤瀬 秀司

加藤 康弘

・案内パネル制作サービス

特例・重多の別

特例子会社

特例子会社
特例子会社

・ポスター、パンフレット、チラシ、封筒、はがき、名刺等のモノ 特例子会社
クロ・カラー印刷（ロットは相談可）
・梱包発送作業
・データ入力
・Webコンテンツの企画、制作及び運営（HP作成など）
・印刷業務（パンフレット、ポスター、各種資料などの印刷や製 特例子会社
本）
・封入作業（封入、封緘、ラベル貼りなど）
・データエントリー業務（定型･文章入力、名刺内容入力、紙書
類データ化、テープ起こしなど）
・印刷関連（オンデマンド印刷を中心としたデザイン制作から印 特例子会社
刷加工まで）：ダイレクトメール、バリアブルカレンダー、大判ポ
スター、パネル看板、名刺、販促プロモーション、会社案内など
・レンタルリース関連（建設現場、販売センター、展示会で必要
なものを、必要な期間レンタル）：コピー機、PC、ｉｐｏｄなどのＯ
Ａ機器、電話機、ＡＥＤ、他オフィス用品まで
・保険サービス関連（法人、個人、マンション管理組合のリスク
回避のための保険の取扱い）：建設工事保険、火災保険、賠
償責任保険、地震保険等の損害保険各種
・アンケート葉書記載内容の文字入力、エクセル等集計表作
成
・契約書、カルテ等、スキャンによる電子データ化
・ビデオテープ、DVD等 映像内容、音声の文書化

特例子会社

企業名
（株）日立ハイテクサポート

郵便番号
所在地
105-0003 港区西新橋1-24-14

電話
03-3504-7974

FAX
03-3504-7973

ホームページ

Eメールアドレス

担当者

www.hitachi-hitec-support.com hsp_guide@hsp.hitachi-hitec.com 管理部人事総務グ

受注可能な物品・サービス
・シュレッダ作業（湿式シュレッダ）

特例・重多の別

特例子会社

ループ 鈴木
with@pgsj.jp

プルデンシャル･ジェネラル・サー
ビス・ジャパン（有）

100-0014 千代田区永田町2-13-10

050-5527-7921 050-5527-7922 www.with-pgsj.com

（株）マーノ

170-8401 豊島区東池袋5-51-12

03-3590-6895

03-3590-6896

www.maruetsu.co.jp/marno/ marno@maruetsu.co.jp

三井物産ビジネスパートナーズ
（株）

101-0003 千代田区一ツ橋2-5-5

03-3512-7281

03-3512-7205

www.mitsui-mbp.co.jp

ゆうせいチャレンジド（株）

154-0024 世田谷区三軒茶屋2-1-1

03-3487-2807

03-3487-2807

横河ファウンドリー（株）

180-8750 武蔵野市中町2-9-32

0422-52-8127

0422-52-8137

楽天ソシオビジネス（株）

140-0002 品川区東品川4-12-3品川シーサ
イド楽天タワー

050-5817-3217 03-6670-5267

（株）レオパレス・スマイル

164-8622 中野区本町2-54-11

03-5350-1498

企業名
（株）大協製作所

郵便番号
所在地
240-0035 横浜市保土ヶ谷区今井町1125

電話
045-351-1121

日本理化学工業（株）

213-0032 川崎市高津区久地2-15-10

044-811-4121

アズビル山武フレンドリー（株）

251-8522 藤沢市川名1-12-2

0466-20-2108

伊藤忠ユニダス（株）

224-0057 横浜市都筑区川和町839-4

045-931-3850

（株）ココット

220-0023 横浜市西区平沼1-1-3横浜オー
シャンビル2F

045-290-7780

03-5350-0094

Y.Fujino@mitsui.com

阿部 裕之

・マッサージ
・クッキー製造

特例子会社

川井 恵子

・清掃業務
・梱包発送作業
・テープ起こし
・データ入力
・ドキュメント関連の各種サービス：コピー、データ出力、製本、
スタンプ印、名刺、挨拶状、スキャニング等
・WEBコンテンツサービス：ホームページの作成等

特例子会社

・清掃業務
・キャンディの袋詰め等業務

特例子会社

・名刺
・ゴム印
・データ入力
・PDF化
・ラベルシール
・発送代行
・コピー印刷
・ポスター、パンフレット、チラシ、帳票類、封筒、はがき、名刺
等モノクロ・カラー印刷
・梱包発送作業
・データ入力
・Webコンテンツの企画、制作及び運営
・印刷：チラシ、名刺（モノクロ、カラー）受託ロット応相談
・DM封入封緘：受託ロット応相談

特例子会社

藤野 喜彦

yu-cyare.01@woody.ocn.ne.jp 青山 篤

www.yokogawa.com/jp-yfd/ yfd@cs.jp.yokogawa.com

daisuke.yamagishi@mail.rakuten.com

伊藤 直

山岸 大輔

www.ｌeo-smile.co.jp

hiroyuki_abe@ｌeopalace.ne.jp 阿部 裕之

ホームページ
www.daikyo-inc.co.jp

Eメールアドレス
担当者
m-noda@daikyo-inc.co.jp 野田 正子

www.rikagaku.co.jp

consumer@rikagaku.co.jp

http://ayf.azbil.com/

h.morohoshi.26@azbil.com 諸星 肇

特例子会社

特例子会社

特例子会社

神奈川県
FAX

0466-20-2344

武村 洋二

www.uneedus.co.jp

045-290-7778

大山 隆久

iritakenishi@cocot.co.jpkurose@colowide.co.jp

www.cocot.co.jp
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入嵩西 由美子
黒瀬 英之

受注可能な物品・サービス

特例・重多の別

・梱包発送作業

重多事業所

・チョーク（白墨）類
・黒板拭き（ラーフル）類
・ラインパウダー
・クレヨン類
・冊子、チラシ、折込み等の封入、発送作業
・清掃作業

重多事業所

・クリーニング（ドライ及び水洗い）/一般衣類、業務用衣類（ユ
ニフォーム）、布団等、リネン関係
・印刷（名刺、封筒、挨拶状、伝票類、パンフレット、チラシ及び
ポスター等）
・写真（各種証明写真、デジタル撮影、データ加工等）
・封入、発送
・データ入力
・名刺印刷、その他印刷
・ポスター、横断幕
・ラミネート
・ヘアアクセサリー製造

特例子会社

特例子会社

特例子会社

企業名
ジョブサポートパワー（株）

郵便番号
所在地
220-8136 横浜市西区みなとみらい2-2-1横
浜ランドマークタワー36F

電話
FAX
042-522-0395（立042-522-0429

ホームページ

（株）スタンレーウェル

257-0031 秦野市曾屋434

0463-81-3000

東芝ウィズ（株）

235-8522 横浜市磯子区新杉田町8

045-770-3116

045-770-3152

（株）ニコンつばさ工房

244-8533 横浜市栄区長尾台町471

045-853-8454

045-853-8488

www.nikon-tsubasa.co.jp

ピアサポート（株）

224-0007 横浜市都筑区荏田南5-7-6

045-948-5220

045-948-5221

www.peer-support.co.jp

info@peer-support.co.jp

富士ソフト企画（株）

247-0072 鎌倉市岡本2-13-18

0467-47-5944

0467-44-6117

www.fsk-inc.co.jp

meigyo@fsk-inc.co.jp

（株）富士電機フロンティア

210-9530 川崎市川崎区田辺新田1-1

044-329-2380

044-329-2381

www.fujielectric.co.jp/frontier

nishimura-hirakazu@fujielectric.co.jp

www.manpowergroup.jp/company/guide/jobsupportpower.html
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Eメールアドレス
担当者
受注可能な物品・サービス
nmieda@manpowergroup.jp 事業本部 部長 三 ・データ入力（データチェック修正など）
枝直亮（立川オフィス ・翻訳
常駐）
・校正
・テープ起こし
・アンケート集計
・封入梱包発送
・電話調査
・受付（派遣）
・名刺等の印刷など

特例・重多の別

特例子会社

yasuo_mitsuhashi@stanley.co.jp 三橋 泰夫

特例子会社

nobuo.kita@toshiba.co.jp

特例子会社

・組立て
・包装
・梱包発送作業
喜多 信夫
・複写、印刷
・清掃業務
・データ入力
代表取締役社長 酒 ・小物の梱包発送作業
井 信治
・書類のPDF化作業
・小物の単純な組立作業
・書面の封入、発送作業
平野 道器
・印刷物作成
・梱包発送
・データ入力
・DM発送
石井 健二
・名刺印刷（モノクロ、カラー）ロットは100枚単位
・ポスター、パンフレット、チラシ、会社案内等印刷（デザインか
ら可）
・封筒、はがき印刷、宛名印刷、PDF化作業
・WEBサイト制作（企画、デザイン制作、運営、保守）
・梱包、発送作業（在庫管理）
・委託訓練講師（社会人マナー研修、PCスキルアップ研修）
西村 平和
・印刷物全般：ポスター、パンフレット、チラシ、帳票類、封筒、
名刺他
・製本：ドッチファイル、観音製本、くるみ製本他
・清掃作業：トイレ、事務所、会議室、ベッド
・緑地管理：除草
・部品組立：自販機部品、タービンプレート面取り等

特例子会社

特例子会社

特例子会社

特例子会社

新潟県
企業名
（株）サンバーストにいがた

郵便番号
所在地
950-2023 新潟市西区小新2151-2

電話
025-231-3311

FAX
025-231-0074

ホームページ
www.sunburst-n.co.jp

Eメールアドレス

担当者

受注可能な物品・サービス

stamp-01@sunburst-n.co.jp 小諸 敏洋（不在時： ・ゴム印、印鑑

重多事業所

中村佳奈江）

新潟県基準寝具（株）

950-0886 新潟市東区中木戸382

025-273-1595

025-273-3821

www.kijunshingu.co.jp

企業名
長野リネンサプライ（株）

郵便番号
所在地
380-0928 長野市若里6-6-32

電話
026-224-0358

FAX
026-227-6385

ホームページ
www.naganolinen.co.jp

（株）長野協同データセンター

380-0941 長野市大字安茂里1089

026-223-6621

026-228-4631

www.nnkdata.co.jp

（株）ニッパツ・ハーモニー

399-4117 駒ケ根市赤穂1170-3

0265-81-1920

0265-81-1930

www.nhkspg.co.jp/nh/

長野県
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・印刷全般
・名刺
・浸透印
・封入、封緘
・マイクロ撮影
・コピー
・デジタルファイリング
・大型コピー
・データ入力
iwabuchi@kijunshingu.co.jp 岩渕 稔伸
・寝具、白衣類、手術リネン、患者私物、マットレス等の洗濯、
消毒
・寝具類のリース、販売。
・布おむつ、おむつカバー等リース
･紙おむつ類販売
・フェイスタオル、バスタオル等リース、販売
・白衣類、看護衣、介護ウェア、入浴衣等リース、販売
・病院、施設向けベッド、ベッド周辺機器、車椅子、特殊浴槽等
福祉機器販売
在宅 向 福
び 売
Eメールアドレス
担当者
受注可能な物品・サービス
総務部 宮崎 史雄 ・ホテル、病院等のリネンサプライ
・ユニフォーム販売リース
info@nnkdata.co.jp
宮野尾 文夫
・データ入力
・アンケート調査集計
・ホームページ作成
・情報システム開発
・文書、大判図面、地図等の電子化及びファイリングシステム
・CADデータ作成
・学校施設台帳、防犯灯台帳等の台帳整備
・新地方公会計資産評価及びシステム構築
tatsu.ohta@nhkspg.co.jp 大田 辰夫
・清掃業務

特例・重多の別

重多事業所

特例・重多の別

重多事業所
特例子会社

特例子会社

