
中央省庁・地方公共団体 400 か所以上に
導入実績があるWeb 改ざん対策システ
ムと JISQ	15001	作成委員監修・国際標
準準拠のＰマーク取得・更新支援サービ
スが売りです。

▶他社との差別化ポイント
■Web改ざん対策システムは、FW、IDS/IPS、WAFで
防げない攻撃を検知し、被害を最小化する最後の砦です。

■Ｐマーク取得・更新支援サービスは、文書自動生成機
能、ISO/IEC	TR	13335-3	に準拠したリスク管理機能
（一貫性・妥当性を追求）を搭載した安価で、便利なサー
ビスです。

▶商品またはサービスの特徴
■ Web 改ざんを速やかに検知・報告・自動復旧するシ
ステムです。

■Ｐマーク取得・更新事業者の個人情報の運用を支援す
るクラウドサービスです。

営業拠点▶本社（東京都）
商品またはサービスの主なターゲット層▶ Web 改ざん対策が必要な
事業者、Pマーク取得・更新事業者
主要取引先▶富士通 SSL、NEC、NSSOL、NTT-TXS、NJC
取得資格、認証（ISO等）▶経営革新計画認証取得
公社利用事業▶事業可能性評価事業、各種助成金、販路開拓、東京都
知的財産総合センター

資本金▶ 1,700 万円	 従業員数▶ 4人	 設立年度▶ 2003年
代表者▶白井	力	 担当▶白井	力
所在地▶〒 105-0004	東京都港区新橋 6-11-8　今井ビル１F
Tel.	03-3437-9391 ／ Fax.	03-3437-9392
URL.	https://www.jnsjp.com／ E-mail.	shirai@jnsjp.com

J
ジェイエヌエス

NS 株式会社
▶ソフトウエア業

オペレーターによるコールセンター業務
を、ロボットによって自動化するサービ
スを提供する会社です。声の力を好奇心
と最新技術で磨き続け、音声インフラの
スタンダードモデルを目指します。

▶他社との差別化ポイント
お客様からは、「業務クオリティの平準化につながった」、

「従来のコールセンターと比べ短時間に大量発信できる」、
「コールする時間帯を設定できたため接続率が大幅にアッ
プした」、「名前読み上げ機能で本人確認もできて業務を効
率化できた」、「SMS 一斉送信機能を利用して、効率的な
アンケートができた」など、好評の声をいただいています。

▶商品またはサービスの特徴
主力サービスである「ロボットコールセンター」は、従来
のオペレーターによって行われていたコールセンター業務

（発信・着信いずれも対応可）をロボットが行うことで、コ
スト面・業務の効率化を実現するサービスです。ロボット
１台で有人オペレータ25名分の発信能力があります。「ロ
ボットコールセンター」の販売協力も受け付けています。

営業拠点▶本社（東京都千代田区）
商品またはサービスの主なターゲット層▶金融業、不動産管理業、
　通信販売業、インフラ系企業
取得資格、認証（ISO等）▶電話通信事業者、ISO27001、
　特許第 6276878 号
公社利用事業▶世界発信コンペティション、知的財産相談、
　中小企業ニューマーケット開拓支援事業、事業可能性評価事業
受賞履歴（直近３年以内）▶ 2018年世界発信コンペティション	
　サービス部門	優秀賞

資本金▶ 7,615 万円	 従業員数▶ 9人	 設立年度▶ 2008年
代表者▶田中	明子	 担当▶石崎	稲美
所在地▶〒 101-0051	東京都千代田区神田神保町 2-11-15　住友商事神保町ビル 2階
Tel.	03-6869-7040 ／ Fax.	03-6869-7041
URL.	https://www.green-ship.co.jp ／ E-mail.	g_info1@green-ship.co.jp

株式会社 グリーン・シップ
▶ソフトウエア業

製品ロゴマーク

イメージ図
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近年注目のATS（採用管理システム）を
提供。社長自身の経験に基づき構築され
たシステムと専門のスタッフが、御社の
採用活動を支援します。HERP は「日本の
採用 2.0」を掲げ、日本の採用の進化に貢
献します。

▶他社との差別化ポイント
・ビジネスアプリ（Slack）連携
・クラウド労務ソフト（SmartHR）連携
・採用業務に精通したスタッフがサポート
・シンプルで使いやすい操作性と機能

▶商品またはサービスの特徴
HERP	ATS…求人媒体 20 社と情報を自動で一元管理、進
捗情報等も社内で共有できます。かつての人事担当集約
型の採用から、現場社員も含めた全社一丸の採用へ機能
的に転換する	『スクラム採用』	で、御社の採用問題解決と
今求められる採用実現に導きます。

営業拠点▶東京都
商品またはサービスの主なターゲット層▶中途採用を行なっている中小
企業
取得資格、認証（ISO等）▶プライバシーマーク取得
公社利用事業▶創業助成事業
受賞履歴（直近３年以内）▶ B	Dash	Camp	Spring	2018	in	福岡

資本金▶ 24,580 万円	 従業員数▶ 40人	 設立年度▶ 2017年
代表者▶庄田	一郎	 担当▶西山	麻未
所在地▶〒 141-0031	東京都品川区西五反田 7丁目 22番 17号	TOCビル 12F
Tel.	050-1746-9843
URL.	https://herp.co.jp ／ E-mail.	info@herp.co.jp

株式会社 H
ハ　ー　プ

ERP
▶ソフトウエア業

見積マッチングプラットフォームサービ
ス「TerminalQ」は、「ものづくり」に携
わる様々な企業がWEB上で繋がり合い、
受発注業務の効率を高めることを可能と
するクラウドサービスです。

▶他社との差別化ポイント
今までになかった画期的なサービスを月額 5,000 円から
ご利用いただけます。

▶商品またはサービスの特徴
「TerminalQ」は全国の製造業 1500社が加盟する「SNS
型の受発注ネットワーク」です。大手発注企業から受注
型中小企業まで様々な「ものづくり」に携わる企業が加
盟しており、1 日平均 2000 枚の新規見積図面の取引が
TerminalQ 上で行われております。製造業の新規取引先
検索はインターネット上で行う時代です。

営業拠点▶東京都千代田区
商品またはサービスの主なターゲット層▶製造業全般
主要取引先▶トヨタ自動車・ヤンマー・NEC・本田技研・他 1500社
海外展開事例、海外拠点▶日本・中国・タイ・ベトナム
公社利用事業▶イノベーション多摩支援事業

資本金▶ 10,000 万円	 従業員数▶ 5人	 設立年度▶ 2015年
代表者▶名取	磨一	 担当▶上田	真澄
所在地▶〒 100-0005	東京都千代田区丸の内 2-2-1	岸本ビルヂング 6F
Tel.	03-4590-6768
URL.	https://terminal-q.com／ E-mail.	m.ueda@nvtnet.co.jp

株式会社 T
タ ー ミ ナ ル

ERMINALQ
キュー

▶ソフトウエア業

HERP	ATS は随時更新。機能充実と改善が図られています。

トップ画面

見積り回答

見積り画面

取引先検索
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IoT サービスの総合開発を手掛け、MCPC	
award	2017	グランプリ・総務大臣賞の
ほか、多数の受賞歴があります。革新的
な商品やサービスで「人の常識を変える
体験」を生み出します。

▶他社との差別化ポイント
関連会社の株式会社タグキャストが提供する屋内位置情
報サービス「TAGCAST」は、「場所の IoT」を実現して
世界９か国で特許を取得しています。３次元（空間）、２
次元（テーブル）、１次元（壁）の認証を実現します。

▶商品またはサービスの特徴
IoT のアプリやプロダクトを企画開発し、大手企業との提
携や合弁会社を設立する事業をしています。モバイルオー
ダー、観光、座席の予約、スマートスタジアム、見守り
の IoT 電球などを開発しています。

営業拠点▶本社（東京都）
商品またはサービスの主なターゲット層▶BtoB、BtoBtoB、BtoBtoC
主要取引先▶ソフトバンク、KDDI、東京メトロ、NHK 出版、プラス
など
取得資格、認証（ISO等）▶プライバシーマーク取得
海外展開事例、海外拠点▶カンボジア、ベトナム
公社利用事業▶事業可能性評価事業
受賞履歴（直近３年以内）▶地銀6行フィンテックビジネスコンテスト優秀賞、

MCPC	award	2017	グランプリ・総務大臣賞、AEON	Financial	Service	
Innovation	2017	最優秀賞	Tokyo	Metro	ACCELERATOR	2018	受賞

資本金▶ 3,000 万円	 従業員数▶ 40人	 設立年度▶ 2006年
代表者▶鳥居	暁	 担当▶鳥居	暁
所在地▶〒 102-0073	東京都千代田区九段北 1-3-5
Tel.	03-6268-9991 ／ Fax.	03-6268-9992
URL.	https://boxyz.com／ E-mail.	otoiawase@boxyz.com

ボクシーズ 株式会社
▶ソフトウエア業

自社独自の「Florida（フロリダ）」ツー
ルにより、Power	Systems	IBMi で稼働
する RPGを Java に変換する事業を中心
に行っています。Java 化を検討している
企業に対し、蓄積されたノウハウで最適
なソリューションを提供していきます。

▶他社との差別化ポイント
ビジネスロジックをそのまま継承でき、EXCEL 形式の中
間言語上で修正、追加が可能なので、モダナイゼーショ
ンにも最適です。
多数の実績から得た、変換時に起きる様々な問題に対し
て解決できるノウハウの豊富さも決め手の一つです。

▶商品またはサービスの特徴
IBMi	（AS/400）の RPGをMVC型 Java にコンバージョ
ンするツールを開発し、サービスまで展開しています。
年々難しくなる RPG 言語の保守要員の代替を担っていま
す。

営業拠点▶東京都
商品またはサービスの主なターゲット層▶AS/400　RPGユーザ
主要取引先▶ソルパックほか IBM特約店
公社利用事業▶事業可能性評価事業

資本金▶ 2,000 万円	 従業員数▶ 4人	 設立年度▶ 2014年
代表者▶高田	紳一	 担当▶高田	紳一
所在地▶〒 101-0003	東京都千代田区一ツ橋 2-6-11
Tel.	03-5216-6868 ／ Fax.	03-5216-5770
URL.	http://florida0.com／ E-mail.	info@florida0.com

株式会社 フロリダ
▶ソフトウエア業

会社ロゴ

Florida 変換構造
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ディープラーニングをはじめとした最先端
技術（AI・AR・IoT）をビジネスに応用さ
せる開発力と、ヘルスケア・不動産業界等
に強みがある IT 企業です。顧客企業の生
産性向上や新事業開発に貢献しています。

▶他社との差別化ポイント
幅広い技術だけでなく、経営陣は医薬品開発・ヘルスケア・
不動産業界の知見を有するため、それらの領域の新規事
業展開にさらに貢献させて頂きたいと考えております。

▶商品またはサービスの特徴
ウェブ・モバイルアプリ・業務系システムから新サービ
ス開発まで幅広く行いつつ、得られたデータから、ディー
プラーニング技術又はクラウド API を活用したサービス
を提供しております。また、AR・IoT 技術を駆使したサー
ビス開発をしております。

営業拠点▶東京都
商品またはサービスの主なターゲット層▶医薬品・ヘルスケア・不動産業界
公社利用事業▶創業助成事業、事業可能性評価事業
受賞履歴（直近３年以内）▶事業可能性評価事業（テーマ「AR技術の
ビジネス応用事業」）

資本金▶ 1,760 万円	 従業員数▶ 12人	 設立年度▶ 2017年
代表者▶前田	拓海	 担当▶前田	拓海
所在地▶〒 160-0023	東京都新宿区西新宿 6-20-7	3912 号
Tel.	050-3554-0169
URL.	https://reconomical.co.jp ／ E-mail.	info@reconomical.co.jp

リコノミカル 株式会社
▶ソフトウエア業

「IT 技術を通して、世の中の集合知を活用
し役立つサービスを提供する事」をミッ
ションとして掲げ、顧客ニーズにマッチ
したスクラッチ開発、ソフトウェア品質
向上の為のテストサービス「TESTERA」
を展開しています。

▶他社との差別化ポイント
テストサービス「TESTERA」の優位性
①テストコスト削減可能（規模や工程により、40 ～
50％削減可能）

②テスト要員のリリース及び増員が容易に可能
③テスト工程専門のテストマネージャーが品質管理を行
います。

▶商品またはサービスの特徴
テストサービス「TESTERA」は、システム開発における
テスト工程のコスト削減、要員不足の問題を柔軟に解決
します。

営業拠点▶本社のみ
商品またはサービスの主なターゲット層▶中小企業（従業員80人以上、
売上数十億円以上）
主要取引先▶富士フィルムソフトウェア株式会社、
　株式会社タイムインターメディア、ジョルダン株式会社、
　KCCSモバイルエンジニアリング株式会社
取得資格、認証（ISO等）▶ ISO27001
公社利用事業▶事業可能性評価事業、中小企業ニューマーケット開拓
支援事業

資本金▶ 1,000 万円	 従業員数▶ 14人	 設立年度▶ 2006年
代表者▶高橋	こずえ	 担当▶高橋	こずえ
所在地▶〒 160-0022	東京都新宿区新宿 2-15-2　岩本和裁ビル３階
Tel.	03-6380-5211 ／ Fax.	03-6380-5233
URL.	http://rakudou.co.jp ／ E-mail.	info@rakudou.co.jp

株式会社 楽
ラク

堂
ドウ

▶ソフトウエア業

会社の特徴

TESTERAサービス概要
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消費者向けロボットの企画・開発や、ユ
ニークな発想と技術で様々な分野の企業
と協働し、ロボティクスを活用した課題
解決を行います。コミュニケーションロ
ボットは暮らしをユカイにする新しいイ
ンターフェースです。

▶他社との差別化ポイント
・一台 29,000 円という低価格
・かわいらしいデザインとシンプルな操作性
・共働き家庭のお子さんだけではなく、離れて暮らす高
齢家族の見守りにも最適

▶商品またはサービスの特徴
『BOCCO』は、スマートフォンアプリや振動センサと連
携し、メッセージを送ったり、鍵の開閉・天気予報・明
日の予定などをお知らせし、家族の生活とコミュニケー
ションを手助けしてくれるロボットです。外出中、スマ
ホの専用アプリに入力したメッセージは、お家のボッコ
がかわいく読み上げます！

営業拠点▶本社（東京都）
商品またはサービスの主なターゲット層▶子育て中のご家庭、
　シニア見守りの必要なご家庭
主要取引先▶東京ガス株式会社、セコム株式会社、東北電力株式会社、
中部電力株式会社	等
海外展開事例、海外拠点▶ Yukai	Engineering	USA	Inc.
公社利用事業▶中小企業ニューマーケット開拓支援事業
受賞履歴（直近３年以内）▶ 2018年世界発信コンペティション	
　サービス部門	特別賞

資本金▶ 26,807 万円	 従業員数▶ 30人	 設立年度▶ 2007年
代表者▶青木	俊介
所在地▶〒 162-0067		東京都新宿区富久町 16-11	武蔵屋スカイビル 101
URL.	https://www.ux-xu.com／ E-mail.	contact@ux-xu.com

ユカイ工
コウ

学
ガク

 株式会社
▶情報処理サービス業

ライフサイエンス業界向けに研究用資機
材の受発注業務を効率化する情報プラッ
トフォームを提供しています。研究機関・
販売店・メーカー間の膨大な情報管理や
事務負担軽減のため、サービス向上に取
り組んでいます。

▶他社との差別化ポイント
弊社は、本分野に特化して情報サービスを提供している
唯一の会社です。今後は、課題の解決にさらに踏み込み、
業界の流通情報システムの基盤を担っていきます。

▶商品またはサービスの特徴
バイオ・ライフサイエンスの基礎研究分野において研究
用資機材の受発注や顧客情報管理の人的負担が課題でし
た。
弊社では、当業務を効率化するために、研究用資機材カ
タログ、受発注 EDI、研究機関・研究者データベースな
どの情報サービスを提供しています。

営業拠点▶本社（東京都）
商品またはサービスの主なターゲット層▶バイオ研究に関わる法人
主要取引先▶バイオ研究を行う研究機関・大学や企業、研究用資機材
メーカー、および流通を担う販売会社や物流会社
公社利用事業▶新製品・新技術開発助成事業

資本金▶ 2,000 万円	 従業員数▶ 6人	 設立年度▶ 2002年
代表者▶相楽	賢哉	 担当▶相楽	賢哉
所在地▶〒 135-0034	東京都江東区永代 2-31-15　ベルウッド永代ビル	5 階
Tel.	03-6661-3300 ／ Fax.	03-6856-4791
URL.	http://sagbrain.com／ E-mail.	info@sagbrain.com

株式会社 サグブレイン
▶情報処理サービス業

BOCCO

サービス概要図
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ソフトウエアの受託開発等、企業のシス
テム基盤を支えます。ISO27001（ISMS）、
ISO9001（QMS）取得、官公庁や大手企
業の受注実績多数。「信頼」を基盤に高品
質なサービス提供を行います。

▶他社との差別化ポイント
WEB 系システム開発、組込システム開発、インフラ構築
および運用保守等の「エンジニア約 240名（ビジネスパー
トナー含む）」が活躍しています。

▶商品またはサービスの特徴
弊社はソフトウエアの受託開発を行っております。
WEB 系システムのコンサルティング、設計等の上流工程
から運用、保守までをワンストップで承ります。
弊社にて開発を請け負うことはもちろんのこと、システ
ムエンジニアリングサービスも提供しています。

営業拠点▶本社（東京都千代田区神田司町）
商品またはサービスの主なターゲット層▶一般企業、ＳＩ企業等
主要取引先▶日本通運㈱、㈱日立社会情報サービス、㈱ラック
取得資格、認証（ISO等）▶ISO27001、ISO9001、プライバシーマーク
公社利用事業▶新サービス創出事業（普及啓発）	、事業可能性評価事業
受賞履歴（直近３年以内）▶プラチナくるみんマーク、
　令和元年度東京ライフ・ワーク・バランス認定企業、
　東京都	家庭と仕事の両立支援推進企業

資本金▶ 1,400 万円	 従業員数▶ 180人	 設立年度▶ 2002年
代表者▶上妻	英一	 担当▶森本	秀彦
所在地▶〒 101-0048	東京都千代田区神田司町 2-13　神田第 4アメレックスビル 8階
Tel.	03-5577-8833 ／ Fax.	03-3295-7111
URL.	https://griffin-net.co.jp ／ E-mail.	info@griffin-net.co.jp

株式会社 グリフィン
▶その他の情報処理・提供サービス業

AI 開発の技術力と業務プロセス改革のノ
ウハウにより、上場企業等の顧客から継
続的に AI 開発を受注している IT 企業で
す。自社サービスとして IT 業界の案件と
人材のマッチングを推進するAI を提供し
ています。

▶他社との差別化ポイント
汎用的な RPA ツールでは実現できない、IT 業界に特化し
たサービス内容と、追加の業務負荷を一切掛けずにすぐ
にお使いいただける点が強みです。

▶商品またはサービスの特徴
SES 企業様や IT 系派遣企業様が受け取られている案件や
人材のメールを自動で解析し、マッチング可能性の高い
ペアをAI が提案するクラウドサービス「Qoala（コアラ）」
を開発・販売しています。単なるRPAツールではなく、ユー
ザー企業様の売上最大化に焦点を当てています。

営業拠点▶本社（東京）、神奈川、千葉、埼玉、大阪、名古屋、福岡
商品またはサービスの主なターゲット層▶ SES企業、IT 系派遣企業、
人材エージェント
主要取引先▶ボストンコンサルティンググループ、みずほ証券、人材
派遣企業等
取得資格、認証（ISO等）▶ TRUSTe
公社利用事業▶革新的サービスの事業化支援事業
　　　　　　　事業可能性評価事業

資本金▶ 500万円	 従業員数▶ 2人	 設立年度▶ 2015年
代表者▶五十嵐	圭太	 担当▶五十嵐	圭太
所在地▶〒 169-0075	東京都新宿区高田馬場 2-14-9　明芳ビル 503
Tel.	03-6457-6049
URL.	https://www.riff.co.jp ／ E-mail.	contact@riff.co.jp

リフ 株式会社
▶情報処理サービス業

マッチング自動提案のイメージ

メール自動分類のイメージ
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地図上を長押しするだけで、写真やコメ
ントを記録できる「マップコレクション
Diground」を提供しており、１つのサー
ビスを磨き続け、長く多くの人に愛され
るサービスを提供していきます。

▶他社との差別化ポイント
営業マンが「顧客情報」や「活動履歴」を地図上に登録
することで、顧客情報の検索や移動時間の短縮に効果が
あると評判です。入力項目も「たった１つ」のため、管
理業務の大幅軽減を実現しています。

▶商品またはサービスの特徴
当社は、地図上を長押しするだけで、写真やコメントを
記録できるアプリ「マップコレクション Diground」を
提供しています。日本テレビ「月曜から夜更かし」など
に紹介され話題を集め、利用者数 30,000 人を突破しま
した。

営業拠点▶本社（東京都）
商品またはサービスの主なターゲット層▶10名程度の営業チーム
主要取引先▶電気ガス営業・太陽光パネル営業・住宅リフォーム営業など
取得資格、認証（ISO等）▶届出電気通信事業者登録
海外展開事例、海外拠点▶英語対応しており、世界 136か国で配信
公社利用事業▶創業助成事業、事業可能性評価事業、
　マーケットサポート事業
受賞履歴（直近３年以内）▶ 2017年世界発信コンペティション	
　サービス部門	特別賞

資本金▶ 700万円	 設立年度▶ 2016年
代表者▶阿部	紘士	 担当▶阿部	紘士
所在地▶〒 164-0003	東京都中野区東中野 5-11-8	TOKYO	NEST	B1F		
Tel.	03-4405-6802 ／ Fax.	03-4243-3243
URL.	https://pr.diground.com/biz ／ E-mail.	info@diground.com

ディグランド 株式会社
▶インターネット附随サービス業

Performance	Plus は、気持ちや思いなど
の「ココロ」を感じるサービスと技術「テ
クノロジー」で 2,120 万人もの日本の非
正規雇用従業員の幸せに働ける環境作り
に貢献しています。

▶他社との差別化ポイント
付随する「入社管理システム」は外国人雇用にも対応し
ています。TV でも報道された画期的な業務効率化のしく
みです。雇用手続きから定着・育成までカバーできるの
は当サービスだけです。

▶商品またはサービスの特徴
総合人材育成・コミュニケーションツール「Performance	
Plus（パフォーマンスプラス）」は、企業とそこで働く人
を結び、適切なコミュニケーションを図ることで労使双
方が良い関係を構築できるツールです。定着率向上成果
多数あります。

営業拠点▶東京都
商品またはサービスの主なターゲット層▶非正規従業員を多数雇用す
る企業
主要取引先▶（株）ハイデイ日高、（株）NTTデータ	スマートソーシング、
（株）サザビーリーグ
取得資格、認証（ISO等）▶特許第 6532041 号「従業員管理システム」
公社利用事業▶事業可能性評価事業、中小企業ニューマーケット開拓
支援事業
受賞履歴（直近３年以内）▶ 2017年世界発信コンペティション	サー
ビス部門	奨励賞、女性活躍推進知事特別賞

資本金▶ 2,200 万円	 設立年度▶ 2002年
代表者▶佐藤	正	 担当▶槇	千亜紀
所在地▶〒 150-0012	東京都渋谷区広尾 1-7-20　DOTビル３階
Tel.	03-6324-2172
URL.	https://arcadia-ex.co.jp ／ E-mail.	sales-j@arcadia-ex.co.jp

株式会社 アルカディア・イーエックス
▶インターネット附随サービス業

アプリ画面イメージ

Performance	Plus の仕組み
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「明日の快適生活をプロデュース」をコン
セプトに、生活関連商品卸売業として約
70年の歴史を保有。卸の強みを生かして
消費者ニーズを敏感にキャッチ、商品・
サービスの自社開発も手掛ける「挑戦す
る卸売業」です。

給食向食器の販売からスタートし、現在
では食器だけにとどまらず、調理器具、
厨房機器など幅広く販売しています。お
客様が喜ぶ「業務用食器卸のリーディン
グカンパニー」を目指し、日本の食を支
え続けていきます。

▶他社との差別化ポイント
自社内施設「フィッティング・ラボ」では、ご自宅のト
イレ・浴室・廊下等と同寸法の空間を再現。機器導入や
住宅の改造についてご本人や介助者の動作確認を事前に
行い、自立（律）支援と介護負担の軽減に向けご納得のい
く住環境の改善を提案します。

▶他社との差別化ポイント
独自の経験とノウハウを基礎とした国内外のネットワー
クとコネクションを駆使し、お客様のニーズに合わせた
商品を発掘・選定します。見つからない場合でも、代替
品の提案をさせて頂き、最後まであきらめません。

▶商品またはサービスの特徴
従来の生活関連商品卸売業に加え、新規事業として立ち
上げた「ココ・ラ・ス」は、超高齢社会において「在宅」
での福祉住環境の改善ニーズが高まる中、高齢者や障が
い者に向け、ご自宅のバリアフリー化にともなう住宅改
修ならびに福祉用具の販売・貸与を行う事業です。

▶商品またはサービスの特徴
創業 42年の食器卸として、病院・学校・老健施設・社員
食堂・外食店舗・百貨店などを対象に、調理道具・厨房
関連設備の販売、HACCP対応から店舗オープンに関わる
全てのサービスとノウハウを提供します。

営業拠点▶本社（東京都）
商品またはサービスの主なターゲット層▶高齢者・障がい者
主要取引先▶東急ハンズ、ロフト、ディノス・セシール、アスクル、三井ホーム
取得資格、認証（ISO等）▶東京都一般建設業、介護保険福祉用具販売・
貸与事業所
海外展開事例、海外拠点▶台湾、シンガポール、中国、タイ
　（自社開発商品のお茶ミル「Sururu」、枕「肩おもい」）
公社利用事業▶事業化チャレンジ道場、新サービス創出スクール、海外販路開拓
受賞履歴（直近３年以内）▶大田のお土産 100 選　優秀賞、
　おおた福祉・医療賞

営業拠点▶本社（東京都）、営業所（大阪）
商品またはサービスの主なターゲット層▶病院・学校・老健施設・
　社員食堂・外食店舗・百貨店
主要取引先▶防衛省・足立区・他
取得資格、認証（ISO等）▶ワークライフバランス
公社利用事業▶ワンストップ総合相談窓口、人材確保・育成総合支
援事業、新・展示会出展支援助成事業

資本金▶ 3,000 万円	 従業員数▶ 45人	 設立年度▶ 1951年
代表者▶草野	隆司
所在地▶〒 144-0035	東京都大田区南蒲田 2-27-1
Tel.	03-3739-8080 ／ Fax.	03-3739-8860
URL.	http://www.to-sho.co.jp ／ E-mail.	info@to-sho.co.jp

資本金▶ 4,000 万円	 従業員数▶ 30人	 設立年度▶ 1977年
代表者▶加藤	和也	 担当▶加藤	和也
所在地▶〒 121-0801	東京都足立区東伊興 3-15-12
Tel.	03-3857-1661 ／ Fax.	03-3857-1625
URL.	http://www.kk-mac.com／ E-mail.	info@kk-mac.com
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▶各種商品卸売業

株式会社 マック
▶各種商品卸売業

ココ・ラ・スのフィッティング・ラボ

飲食店向食器コーディネート
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