
私たちは持続可能な社会の実現に向けて行動していきます。

Information File



厳格な安全管理の特殊環境コンビナード掃除ロボット Ｗｈｉｚ

オフィスビル･研究施設･工場管理事務所や計器室･社員寮などの

シーンでご活用いただいております。 私たちの特徴として、研究施

設や生産現場などの安全管理の厳しい特殊環境での活動が多く、お

客さまの安定操業に向けた活動を陰ながら支えるインフラの一部と

して安心安全を提供できる質の高いサービスを目指しております。  

ビルメンテナンス・警備保障

当社がご紹介する障がい者は「雇用開発助成金」の対象者です

障がい専門アドバイザーによる３年間の定着支援

入社前の体験実習（無償）による採用のミスマッチ防止

全国の就労支援機関との強いネットワークと実績

障がい者人材サービス４つの特徴

　２０１６年４月１日に「障がい者の雇用の促進等に関する法律」が改正され施行されました。障がい者の雇用差別が禁止され、

事業所の規模・業種に関わらず全ての事業主が障がい者雇用率を充足するよう求められております。障がい者雇用率は２０２１年

３月に見直され民間企業では２．３％となりました。雇用率を満たしていない企業には「障害者雇用納付金」を納めることが義

務化されています。 

人材サービス 障がい者のご紹介

警備･清掃･メール研究補助員分析業務設備管理プラント運転管理

　円滑で効率的な研究所運営が成り立つよう、縁の下の力持ちとして常にお客さまに寄り添い、安心安全と環境配慮に根ざした業務

を提供しております。

研究用プラント装置運転のＢＰＯ

名刺印刷 事務用消耗品補充配茶サービス受　付 メールセンター

　お客さまの本社機能の一部として、お客様が本業に集中できるよう庶務･役務機能のＢＰＯ先として事業を展開しております。 

本社総務庶務機能のＢＰＯ

　私どもは、経験豊富な中堅ビルメンテナンス会社を親会社に持ち、施設の維持管理に関するさまざまなニーズにお応えで

きる提案力と細かなサービスをご提供できます。主力としては、国家のエネルギー政策の主軸を担う大手石油会社のＢＰＯ

先として本社の庶務･役務機能、研究所施設の運営補助を行っており、お客さまがより本業に集中して生産性向上が図れるよ

う、刻々と変化するお客様のニーズに併せてトータルのコストを抑える改善を繰り返し、常に最大限のメリットのご提供と

信頼を勝ち取れるよう努力しております。 

　私たちトコスエンタプライズは、オフィスや工場等で不要となった各種設備機材のリユースや廃棄処理に

関わる一連のソリューション、ならびにＰＣ等の中古ＩＴデバイスのリユースや、データ消去・キッティン

グ等のテクニカルソリューション、さらに、最適なオフィス家具の提案や内装レイアウト工事等の空間クリ

エイト事業などを通じて、お客様の経費削減や環境保全のご支援につながるサービスを提供しています。

　実績と信頼に裏付けされ培ってきたノウハウの数々は、資源の有効活用、生産性の向上、人手不足の解消、

情報セキュリティ管理など、お客様が抱える様々な課題の解決に向けてお役に立てるものと考えております。

　地球環境保全が世界の重要課題の一つとして誰もが認識する中、持続可能な社会の実現に向け、皆様のお

役に立てる環境保全サポート企業を目指してまいります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表取締役社長　岡部正俊

ご挨拶

）グンシーソトウアスセロプスネジビ－ＯＰＢ（ 業事託受

ＩＴとリユースを通じて質の高いソリューションをご提供致します。



・年間契約。最長３年まで自動更新が可能です。

・都度契約が不要となりお引取が迅速です。

・電話１本でご依頼。事務作業が軽減されます。

・産業廃棄物処分費用を割安に設定いたします。

・許認可エリアであれば引取場所は問いません。 

包括契約締結のメリット

・業務委託契約（トコス→搬出事業者）

・産廃物収集･運搬委託契約（業者→搬出事業者）

・産廃物処分委託契約（業者→搬出事業者）

・有効期間：引取から処分まで３ヶ月以内

・引取場所：基本同一場所

スポット契約

産廃物管理表（マニフェスト）の作成をお手伝いします。

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」「家電リサイクル法」に従った適正な処理をいたします。 

ロジウェィスト

一般車両、商業車、トラック他・大型車両、クレーンなど特殊車両、フォークリフト、ショベル、ブルドーザー、
小型カート他

工作機械類、製造ライン、発電機、金属スクラップ、特殊車両、建設車両、他

商品、在庫品、業務用冷蔵庫、他店舗用品、他

事務机･椅子、家具類、応接セット、パソコン、コピー･ファックス、電話交換機、家電類、他

絵画、骨董品、貴金属類、他

製氷器、冷蔵庫・冷凍庫、ガスコンロ、オーブン、フライヤー、食器洗浄機、作業台、電磁調理器、他

印刷機、製版機、スキャナー、組版機、断裁機、製本機、他

工業用・家庭用ミシン、プレス台、裁断機、他

ドライ機器、乾燥機、アイロンプレス機、折りたたみ機、包装器、水洗機、他

バス、トラック、冷凍・冷蔵車、乗用・商用車、ミキサー車、トラクター、 トレーラー、フォークリフト、建
柱車 、クレーン、ブルドーザー、ショベルカー、 ボーリングマシン、他

船、飛行機、他

半導体機器・設備、計測機器、他

Ｃ・Ｔスキャン、レントゲン機器、心電図装置、手術台、医療用計測器、歯科ユニット、他

マシニングセンター、ＮＣ旋盤、ＮＣフライス盤、プレス、タレパン、 旋盤、ターニングセンター、放電加工機、
ボール盤、ジグボーラー、射出成形機、 木工機械、石英ガラス加工機、コンプレッサー、鉄鋼関係機器、他

各種車輛

工業･建設用品

商業用品

事務用品

装飾品

クリーニング設備

印刷機器

縫製機器

工作機械など

車輌･建設機械

輸送機器

電子機器

医療機器

厨房機器

に掛かる費用が圧縮できるため比較的高値で入札さ

れ、通常では値がつかないような雑品も有価で捌ける

場合が多いのが特徴です。当社では全国どこでも開催

を可能とする同業者ネットワークと事務局運営のノウ

ハウを持っております。また、現地の同業者組合など

とも連携して対応するほか、他社開催の販売会への協

賛なども積極的に行っております。 

　工場現地での一括し

た即売会の開催は、機

械の使用環境が正確に

判るため適正価格がつ

きやすいメリットがあ

ります。また撤去運搬

現地即売会（入札方式）

　地域の企業は、地域社会・地域経済を支える柱として重要な役割を担っており、地域の金融機関は、

地域の企業に対して、創業期から成長期を経て衰退期に至る企業のライフステージに応じた様々なコ

ンサルティングを通じて、地域の企業の経営支援に取り組んでいます。 私たちは、各地域の金融機関

と連携し、当社がこれまでに培った動産売買に関するノウハウとネットワークを活用したソリュー

ションを提供してまいります。  

物件買取･手数料支払現地実査･物件査定セミナー企画･開催

地域の金融機関と連携して地域の企業に動産ソリューションを提供してまいります。

( 金融機関様向け ) ビジネスマッチング

お取引の流れ

　動産中古売買事業は３０年の歴史を持ち、現地即売会のスタイルを最初に行ったパイオニア的な存在です。 私たちの強みは、全国の

弁護士協会、地銀系および独立系リース会社様との長年のお取引により培った地域毎のネットワークです。倒産や廃業などの整理をは

じめ、地域の金融機関様と連携して、事業再生、 Ｍ＆Ａ、事業継承など地域の企業様のライフステージに応じた動産ソリューションを

提供してまいります。 

動産買取販売・管財整理・買取処分

資格・免許　一般建設業 東京都知事許可 第１２８９５５号

　　　　　　ＪＩＰＤＥＣ プライバシーマーク付与事業者 第１０８６２６３５番

　　　　　　古物商　東京都公安委員会許可 第３０４３６０１０６７５７号 (東京都・大阪府 )

　　　　　　弁護士協同組合特約店 ( 札幌･仙台･千葉･埼玉･東京･神奈川･静岡･新潟･名古屋･京都･大阪･広島･福岡 )

　　　　　　高度管理医療機器等販売業･貸与業 ２９墨福衛生薬 第３１５号　　　(一財 ) 日本自動車査定協会承認 中古自動車査定業務実施店

　　　　　　警備業　東京都公安委員会許可 第３０００２２７７号　　(一社 )全国警備業協会会員　　　(一社 )東京都警備業協会会員

　　　　　　有料職業紹介事業許可証 厚生労働省許可 第１３-ユ -３０００６０号　　

　　　　　　産業廃棄物収集運搬業 第０９７７６０号 (群馬県、埼玉県、東京都、千葉県、神奈川県、愛知県、三重県、大阪府、兵庫県、和歌山県 )

　　　　　　(一社 )東京都産業資源循環協会会員

資　本　金　５，０００万円

代　表　者　代表取締役社長　　岡　部　正　俊

本社所在地　東京都墨田区菊川３－１７－２　アドン菊川ビル

設　　　立　１９８６年７月

主たる株主　三幸株式会社（１００％）

（　    　　　　　　　　　　　　　 ）

営 業 所

事 務 所
四日市事務所

堺事務所
幸手事務所

コスモセンター

大阪営業所

本　社

本社及び大阪２カ所の営業拠点と

受託業務に紐付く４カ所の事務所

を持つ構成です。

事業所在地

リセールビジネス

ＢＰＯ

廃棄ＰＣ

情報漏洩対策

中古品

ネットショップ

中古ＰＣ

買取販売

情報システム

ＢＰＯ

情報システム

業務受託

内装インテリアＩＴインフラ
管財整理

買取販売

中古動産

買取販売

ビジネス

マッチング

リサイクル

産業廃棄

各種ＢＰＯ
障がい者

人材紹介
ビルメンテナンス

長年の実績により形成された

全国ネットワークと豊富な換価能力

大手資本下で精練された

幅のある提案力とトラブルシュート

定型業務を外注化してより高い生産性を。オフィスのコンシェルジュ

ＢＰＯ･受託業務

リユースＩＴ

　当社は、「ＩＴ」と「リユース」のコラボレーションを「強み」にお客様の企業活動の様々なライフサイクルのシーンに携わらせてい

ただいております。中でも「リユース・リサイクル」「情報漏洩対策」に関してはＯＡ黎明期から３０年以上の経験とネットワークを有し、

特にセキュリティに関しては一端信用を失うと企業の存続が厳しいとの理解の下、大手企業資本下であった時期から社員のコンプライア

ンス教育や人間教育に力を入れてまいりました。適切に運用できると判断できるまで無理な受注や事業拡大を行わないという理念で、お

客様の信頼を得られる質の高いソリューションを提供しつづけることで成長してきたと自負しております。

動産買取販売（ビジネスマッチング）・産業廃棄事業



対応来訪者分離
対応鍵付きかご台車
対応記録媒体施錠管理

対応防犯カメラ

対応ポケットなしユニフォーム

対応動線管理
対応ゾーニング

対応カードセキュリティ

対応金属探知ゲート

本社一体の管理体制

経営陣と同じフロアのゾー

ニングした作業場です。作

業の様子はオフィスにも映

され徹底した管理の元運営

しております。

一貫した自社対応

データ消去作業はもちろん。

引取･運搬に出向く際はコン

プライアンス･情報セキュリ

ティなどの教育を受けた自

社員が行っています。

目が行き届く業務範囲

１回の情報漏洩が企業の存続

に重大な影響を与えることを

常に意識し、確実にセキュリ

ティが担保できる受注量、お

客様に安心感を与える丁寧で

精度の高い仕事運びを実現し

ております。

社会人たる人間教育

大手傘下時代から一貫して

コンプライアンス･情報セ

キュリティ･個人情報保護の

教育を継続しています。ＯＪ

Ｔ制を取り入れ入社から一

定期間は先輩が寄り添い指

導します。

ゾーニングの徹底

６段階のレベルを設定して

います。入室履歴はデータ

ベースに保管され、データ

消去作業を行う部屋には限

られたスタッフのみしか入

室できません（同伴･立会は

可）。 

ポケットレス作業着

スタッフは更衣室で貴重品

や私物をロッカーに保管し

て、ポケットレスのユニ

フォームに着替えてから作

業にあたることをルールに

しています。 

施錠つきかご台車

お客さまからのデータの

入ったままの情報機器を引

き取る際に使用します。作

業場内の混在防止や作業待

ちの情報機器の保管にも活

用しています。 

防犯ライブカメラ

１０数カ所配置しています。

映像は９０日間記録保管さ

れます。

セキュリティゲート

空港に設置しているものと

同製品です。データ消去作

業室から出る場合は必ずこ

のゲートを潜らなければな

らずその様子もカメラで撮

影しています。 

さまざまな入荷物に対して

動線ルールを設定し混載を

防いでいます。データが入っ

たままの情報機器は一方通

行としています。 

徹底した動線管理

当社のセキュリティーヤードの盗難対策

データ消去証明書の発行

の他、写真や動画による

証明記録のご提供も可能

です。

作業の証明

専用のクラッシャーや場

合により電工ドリルによ

る処置を行います。

物理破壊

Ｂｌａｎｃｃｏ社をはじ

めとした消去ソフト及び

装置を使用しております。

ソフトウエア消去

　使用済のパソコン・サーバー・タブレットなど様々な情報機器のデー

タ消去サービスを提供しております。 世界基準を満たした消去方式に

よるソフトウェア消去や物理的な破壊による物理消去などご要望に応

じて対応いたします。企業様のＢＰＯ、同業者様の緊急業務受託など

にもお応えしております。

データ消去・情報漏洩対策ＢＰＯ

　Youtube 上の当社企業チャンネルに作業の記

録を動画としてアップロードして、対象のユー

ザー様のみに閲覧していただく、お客さまの立

会を不要としたサービスもご提供しております。

訪問型データ消去･作業記録動画提供

作業員が直接お客さまの事務所やサーバールー

ムに装置を持ち込んで、お客様立ち会いの下、

ハードディスクなどの記録媒体をデータ消去・

物理破壊させていただくサービスです。 作業の

記録は証明書の他、記録動画を媒体によるご提

供も可能です。

ヤフオク！当社独自サイトａｍａｚｏｎ

代行出品・サイト運営代行もお請けできます。当社独自のネット販売網

中古ＰＣ買取販売・ネットショップ運営

　法人様でご使用済となりましたパソコン等の情報機器類を高値でお買い取りさせていただきます。データ消去のご要望やその他

の不要品（オフィス家具も可）の廃棄についても対応可能です。私たちはＯＡの黎明期から商売をさせていただいており、高価買

い取りを可能とするさまざまな手法・コネクションを有しております。また、中古品の販売についてもお客様のニーズ、ご予算、

リクエストに応じた仕様のパソコンを流通網から探してご提案することができます。 

運用ルール策定クラウド運営支援リモートヘルプＲＰＡ運営支援ペーパーレス推進ｗｅｂ会議デモ･レンタルシステム構築

リモートワーク構築ｗｅｂ会議運用支援リモートワーク支援キッティングインテグレーションバックアップ･リストア新品購入･リプレース

対応メニュー

　新たな生活様式、ソーシャルディスタンスが求められる中、リモートワーク、ｗｅｂ会議などの新

たに顕在化してきたお客様のＩＴ課題を早期に解決します。　私たちは、４，０００人規模の大手企

業情報システム部門の一次受けサポートデスクの経験を持ち、 組織が求める課題解決の優先順位・費

用感と、ユーザーの生産性、その双方がバランス良く機能するためのセキュリティの勘処や、有効な

ツール、ＢＰＯの手法など課題解決に向けた具体的なアイデアをいくつも持っております。 私たちが

持つスキルとノウハウをコンサルティング、ＢＰＯ、訪問サポートなどの形でご提供いたします。

ＩＴインテグレーション・ＩＴサポート・情報システムＢＰＯ

KOKUYO ITOKI PLUS 

INABA Dragon

okamura UCHIDA

すべての家具メーカーの

対応が可能です。

ＡＢＷレイアウトイメージ

　私たちは、最新のＡＢＷ思想に基づいたインテリアレイアウトを得意としております。特徴として「働き方改革」に対応したＩＴ

インフラと連携したバリアフリーオフィスデザインを多く手がけておりますが、昨今のコロナ禍によりオフィスのあり方そのものが

大きく変化する中で、より効果的なオフィス分散化やテレワーク対応フリーアドレスなどの需要が増えてきております。

　他の「強み」としては、安全管理の厳しい工場などの生産現場の事務棟、詰所、装置監視室にある旧態依然としたスチール家具を

リニューアルする施工実績が数多くございます。お客様からは採用活動のイメージアップや現場のモチベーションアップにつながる

と好評いただいております。通信・セキュリティインフラの構築、古いネットワーク幹線の引き直し、価格を抑えた中古家具の販売

、残置物･不要品の買取りや産廃処分まで一気通貫でお客様のご予算とニーズに沿った最適解のご提案いたします。

ＩＴインフラストラクチャ・内装インテリア

　私どものＩＴ事業は、構築・運用となる動脈面、ライフサイクル・情報漏洩対策となる静脈面、オフィスのインフラストラクチャ

をＩＴの面からサポートいたします。　動脈面では「働き方改革」「テレワーク」「ｗｅｂ会議」「オフィスの分散化」など、経営者が

時代の変革要請に応えなければならない最新テーマに内装インテリア、システムインフラの面からアプローチ。静脈面では、ＰＣやネッ

トワーク周辺機器のリプレース、中古ＰＣの買取販売、機密データ消去による情報漏洩対策などのサービスを展開しております。

ＩＴ事業 (インフラストラクチャ･内装インテリア･中古ソリューション )
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