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理事長あいさつ 事業部長あいさつ

彩国会は皆様ご存知の通り埼玉県ホテル旅館生活

衛生同業組合の指定商社の集まりです。

我々ホテル旅館をとりまく環境は日々劇的に変化、

進歩しています。めまぐるしい環境変化に対応する

には、様々な業種のプロに相談、協力を仰がねば

困難な状況になってきているのが現状です。

指定商社会「彩国会」は我々ホテル旅館と共に多

くの多様なお客様の為、よりよい商品の提案や企画をして頂ける同志です。ぜひ

お気軽に相談し、ご活用いただければ幸いです。

理事長　北堀　篤

埼玉県ホテル旅館生活衛生同業組合様の審査・承認を受けた各指定商社会です。

組合加入施設に対し、ホテル旅館営業に関する最新、最善の有益情報や、それに伴う

商品並びに設備をそれぞれの指定商社が専門性を活かしてご提供させて頂きます。

組合員皆様のための組織として「安心・快適な宿」としてご繁盛頂ける様、お手伝い

をさせて頂きます。今回の冊子は、それぞれの指定商社が作成致しました。

御一読頂き、お役に立てれば幸いでございます。また、どのようなお困り事でも受け

賜りますので、お気軽にお問い合わせ下さいますようお願い致します。

　彩国会会長　伊丹　重夫

彩国会とは・・・

理事長　北堀 篤

一般に宿泊産業は究極の設備産業、装置産業であ

ると言われています。経営者は溢れかえるような情

報の中から真に有益なものを抽出して貴重な資金

をピンスポットで充てて行かなければなりません。

ただ新しいだけの情報や矢鱈詳しいだけのスペック

でなく、実際の使い勝手やお客様がどう反応する

かが知りたくありませんか？そういう時にこそ彩国

会グループにお気軽にお尋ねください。あらゆるジャンルで本当に役に立つ生きた

情報を提供してもらえます。埼旅組メンバーの為のエースカードです。

事業部長  川島　利雄

事業部長  川島　利雄
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株式会社白興は、リネンサプライ、ユニフォ

ームレンタル及びクリーニング、寝具販売、

寝具リース等のサービスを行っております。

お客様が直接お使いになるリネン製品に関

しては、より使い心地が良い商品からお手頃

な価格で使い頂ける定番商品等、お客様の

ニーズに合わせた幅広いラインナップを取

り揃えています。

当社は、関東に7工場設けており自社工場による洗濯・生産・管理・配送を行って

おります。　自社配送の強みを生かし、専属のルートサービススタッフが直接お客様

とコミュ二ケーションを取り、ご意見、ご要望を承り、日々より良いサービスを追及させ

て頂いております。　又、最新の設備投資にも力を入れており、品質向上を目指して

おります。

お客様向けの工場見学も実施しており、生産の流れや色々なお客様に使い頂いてい

るラインナップ等をご覧頂いております。

リネンや寝具のことでお困りのことがあればお気軽にご相談下さい。

「株式会社 白興」
リネン・雑貨

業　種　リネン
担当者名　戸村　大　　 　
担当者直通　090-2759-5312
会社住所　〒341-0033　埼玉県三郷市市助126-2
ＴＥＬ 048-949-5755　　ＦＡＸ 048-952-9674
E-mail dtomura@hakkogroup.jp
URL http://www.hakkogroup.jp

私たちは「快適な休息」と「快適な睡眠」をお客様にお届けいたします。 

弊社は「快適さ」を追求して創業以来やってまいりました。 

”安心していただけるサービス”と”確かな技術”をモットーに日々業務を精進して

まいりました。　細心の注意と最新の技術と設備。

そして日々変わっていくニーズに対応できる様スタッフ一同努力しています。

「豊富な知識」・「柔軟な発想」で常にお客様の立場に立ってサポートさせていただ

きます。

「営業品目」

◎ リネン用品・羽毛布団・ベット etc（寝具類）

◎カーテン・etc（インテリア用品）

◎ユニフォーム・玄関マット etc（ユニフォーム・ダスコン）

◎各種クリーニングetc（布団他・クリーニングや乾燥など）

「株式会社 旅館ランドリー」
リネン・雑貨

業　種　リネン
担当者名　那須　和人　　 　
担当者直通　090-1606-8362
会社住所　〒212-0057　神奈川県川崎市幸区北加瀬3-21-10旅館ランドリービル1Ｆ
ＴＥＬ 044-588-0481　　ＦＡＸ 044-599-2648
E-mail suzuki@r-laundry.co.jp
URL http://r-laundrygroup.com
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アメニティグッズ（ハブラシ・カミソリ・そ

の他）業務用化粧品：ヘアケア＆ボディケ

ア用品（シャンプー・コンディショナー・ボ

ディソープ）業務用洗剤：紙製品：ギフト

＆ノベルティ等。

ちょっとしたおもてなしの心がお客様の気

持ちを癒してくれます。様々なシーンに合わ

せたアメニティグッズから、業務用化粧品・

洗剤等、レジャー関連施設のアイテムをお客様の立場に立った発想と多年に渡る豊

富な情報量を活かし、ご期待に応えられるような商品の提供を目指します。

「株式会社 高木商会 さいたま営業所」
リネン・雑貨

業　種　雑　貨
担当者名　大橋　鉄雄　　 　
担当者直通　090-6640-0233
会社住所　〒331-0811　埼玉県さいたま市北区吉野町2-29-6
ＴＥＬ 048-662-1191　　ＦＡＸ 048-662-1192
E-mail t.ohashi@takagi-shokai.jp
URL http://takagi-shokai.jp

弊社では、ご要望に応じて、羽根枕、掛布団・敷布団・ベットマットレス・クッション・ライ

ナー等の寝具類の制作・販売・リースを行っております。

お客様の特注サイズ、お好みの仕様にあわせてご提供いたします。　実際に、ホテル・旅館様にお伺

いして、現状の寝具類を無料診断させていただき、劣化のご判断もいたします。　コスト削減と快適

な環境改善にお役立てください

昭和 52 年より、埼玉・栃木
を中心とする関東一円にリネ
ンサプライの供給と寝具類の
販売を行っております。
清潔で快適なシーツ・布団
カバー・タオルなどのリネン
類は、ホテルや旅館の清潔さ

や安心感の目安でございます。　配送地域は、平成 24 年 12 月に株式会社クリーンライ
フ北関東を新設し、宇都宮周辺を中心とし、鬼怒川温泉・那須塩原地区まで配送地域をの
ばし、関東全域に対応いたしております。　お客様の清潔・安心なサービスをヤマキュウリ
ネンサプライがご支援します。
何卒、よろしくお願いします。

「株式会社 ヤマキュウリネンサプライ」
リネン・雑貨

業　種　リネン
担当者名　亀田　竜　　 　
担当者直通　080-1021-8481
会社住所　〒343-0105　埼玉県北葛飾郡松伏町田島175-1
ＴＥＬ 048-991-4666　　ＦＡＸ 048-992-2792
E-mail kameda@yamakyulinen.co.jp
URL http://yamakyulinen.co.jp

お得
情報

イメージ画像

御社ロゴなど

オススメ商品
弊社では、掛布団に利用される羽毛は、再生羽毛をおすすめしております。

新毛と比較して、納品直後の特有の獣臭・鳥臭も少なく、商品の耐久性も

新毛とあまり変わりません。

また、お値段もリーズナブルです。
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「サントリービバレッジサービス 株式会社」
飲料・食品

業　種　飲料販売
担当者名　金指　直樹　　 　
担当者直通　080-5951-9333
会社住所　〒160-0007　東京都新宿区荒木町13-4 住友不動産四谷ビル５階
ＴＥＬ 03-5369-0830　　ＦＡＸ 03-5369-0855
E-mail Naoki_Kanazashi@sbv.suntory.co.jp
URL http://www.sbv.suntory.co.jp

「もっと便利に、もっと美味しく」を追求した商品開発でご提案致します。

一例として、日本食研では宿泊施設向けで売れている商品に「なめこ水煮」という商品があり

ます。商品特徴は「そのまま使える」です！！　缶詰の一般的ななめこは、1度湯がく必要があります。　

このように、仕込みの手間を削減したり仕入れの品目を減らせる商品がたくさん御座います。

日本食研は1971年に創業。社員数はグループ全体で4,179名、事業所数は国内外で２９６ヶ所、販

売品目数は業務用・家庭用を合わせると9,000品に及びます。

焼肉のたれやステーキソース等たれ類の出荷量は日本一ですが、今では業務用のブレンド調味料を軸

に、加工食品、資材など幅広く取り扱う総合食品メーカーとして成長しました。　弊社は研究開発から商

品企画・製造・販売・物流に至るまで自社で一貫して行うことで、お客様のニーズを捉え、悩みや不

満を解決できる商品の提供、メニュー・売場提案を行っています。　

外食業界に対しては、特においしさにこだわった「食研ブランド」を主としたブレンド調味料を提供し、営

業員がお客様と共に現場の問題を解決していく提案型の直販体制を強みとして、更なる貢献を目指し

て参ります。

「日本食研 株式会社 さいたま支店」
飲料・食品

業　種　調味料・食材販売
担当者名　新井　啓太　　 　
担当者直通　080-6393-5420
会社住所　〒331-0822　埼玉県さいたま市北区奈良町109-3
ＴＥＬ 048-664-4551　　ＦＡＸ 048-651-6595
E-mail arai40118@nihonshokken.co.jp
URL http://www.nihonshokken.co.jp

お得
情報

オススメ商品 その他にも、自動販売機、天然水ウォーターサーバーのご要望についても、お気軽に
お問い合わせ下さい。

格式に合う「オーダーメイド機材作成！」

ディスペンサーの紹介
サントリー飲料機材紹介 / ディスペンサーの設置をお考えの方へ

「ウェルカムドリンク」・「朝食・ランチブッフェ」・「ディナータイムの飲み放題」

におけるドリンクオペレーションを抜本的に効率化にサントリージュースディスペンサー
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弊社は、創業1972年、43年目を迎え時代の移り変わりとともにお客様のニーズに

的確にお応えし確かな技術で安心施工をお約束いたします。 建築全般を主軸として、

増改築リフォームからリノベーションを得意とし、特に壁材は自社オリジナルリフォー

ムパネル工法により取り替えずに既存のものを再生リニューアルする工法です。

☆浴室を壊さず新品の輝きを再生します !！

★低価格・短工期・廃材なし環境に配慮　★内装工事　クロス・床貼替え　

★外装工事　屋根・エントランス　★浴室・トイレ・洗面所　★防水・塗装工事　

★シート貼り工事　★テントオーニング

まずはお気軽にお問い合わせご相談下さい

「有限会社 村瀬商事」
建築・リフォーム

業　種　総合リフォーム
担当者名　森　由美子　　 　
担当者直通　070-5452-3425
会社住所　〒336-0017　埼玉県さいたま市南区南浦和2-4-2
ＴＥＬ 048-887-9020　　ＦＡＸ 048-887-9360
E-mail murase_office@sirius.ocn.ne.jp
URL http://muraseoffice.wixsite.com/murasehp

パムコでは、ホテル、旅館を含め多くの

飲食店・物販店・商業・施設などの建

物や内装の小さな補修工事から大規模

リニューアルまで行っております。

ホテル、旅館を取り巻く環境はめまぐる

しく変り、インバウンドも含めもはやビジ

ネス、レジャーと分けるのではなく様々

な利用客に対応する施設への改善が求められています。

当社ではリニューアルに際し組合員様のご要望を踏まえ、現場で働くスタッフの声を

「改善提案」、利用客の皆様から寄せられた声を「顧客視点」として様々な角度から

検討し、電気・ボイラー・給排水工事など建物全般の修繕をはじめ、節電・リネン・

雑貨・衛星放送・印刷・広告・看板・外構・食材・飲料に至るまで多くの彩国会

メンバーとチーム一丸となって「安心・安全な宿」つくりをご提案させて頂きます

のでお気軽にご相談下さい。

「株式会社 パムコ」
建築・リフォーム

業　種　内装・建築
担当者名　伊丹　重夫　　 　
担当者直通　090-3205-8926
会社住所　〒333-0811　埼玉県川口市戸塚3-17-25
ＴＥＬ 048-297-1144　　ＦＡＸ 048-297-1151
E-mail itami2@pamconet.com
URL http://pamconet.com

＊写真は既存UBを壊さずカバー工法したものです！　
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自社ブランド・・・石材のメイクランド・暖炉のヨツール・ロートアイアン制作
その他、主な取扱メーカーは・・・
ＬＩＸＩＬ・三協アルミ・ＹＫＫＡＰ・パナソニック・タカショー・四国化成・ヨド物置・イナバ物置

エスビック・マチダコーポレーション・東洋工業・名古屋モザイク工業・ＪＦＥ建材フェンス
アサヒスチール工業・東工シャッター・ＢＸテンパル・帝金・サンポール・・・etc
その他書ききれない、多くのメーカー商材を流通させています。

訪れる人に心地よい思いを抱かせる場所には、いつもその空間を彩るエクステリアが存在します。

私たちは、お客様のために国内外の優れたメーカー商品の取り扱いと、自社オリジナル商品の開発を

通して、人々の暮らしをより豊かで快適にする住環境づくりを支えています。

「株式会社 メイク」
建築・リフォーム

業　種　外構エクステリア
担当者名　濱田　径彦　　 　
担当者直通　080-3422-4600
会社住所　〒350-0001　埼玉県川越市古谷上1054
ＴＥＬ 049-236-0211　　ＦＡＸ 049-236-0882
E-mail hamada@meikus.co.jp
URL https://www.meikus.co.jp

お得
情報

ミサワホームイングは、ミサワホームのリフォームブランドです。

ミサワホームイングには、全国のホテル旅館様のリフォーム実績を通して、経営戦略に基づいた

計画的なリニューアルを、長期的な視点で提案できるノウハウがあります。

ミサワホームの住まいづくりで培った提案力とデザイン力、そして総合力を活かして、それぞれ

の宿が育んできた個性を大切にしながら、ベストなプランをご提案、「選ばれる宿」として魅力を

備えた、お客様に大きな満足をお届けする宿づくりをお手伝いいたします。

また、旅館・ホテルの耐震診断、耐震補強についてもお手伝いできます。

「ミサワホームイング 株式会社 法人営業部」
建築・リフォーム

業　種　リフォーム
担当者名　渡邉　文夫　　 　
担当者直通　080-5908-4992
会社住所　〒338-0007　埼玉県さいたま市中央区円阿弥7-7-8
ＴＥＬ 048-637-8330　　ＦＡＸ 048-853-8222
E-mail F_Watanabe@home.misawa.co.jp
URL http://www.misawa.co.jp/reform/yado

〈施工事例〉

商商社として、メーカーとして、

豊かで快適な住環境を創造します。

ＴＯＴＡＬ ＥＸＴＥＲＩＯＲ ＣＯＭＰＡＮＹＴＯＴＡＬ ＥＸＴＥＲＩＯＲ ＣＯＭＰＡＮＹ

オススメ商品
＜停電時にパット点くＬＥＤ蛍光灯＞

備えて安心ヘルパー防災灯

今お使いの蛍光灯と簡単にお取り換えが出来ます。

今なら特別価格でご案内！
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館内弱電設備全般にまつわる事ならなんでもご相談ください。

館内自主放送、Wi-Fi 設備、監視カメラなど、お客様がこんな物

があったら、あんな事をしたい、と言うご要望にお応えいたし

ます。

スカパーを利用した館内自主放送、アダルト、海外放送、映画、

バラエティまでお客様のニーズに合わせたご提案いたします。

また、最近では館内 Wi-Fi 設備の有無で宿泊先の選択をされるお客様も多くなってきて

おります。

お客様のご希望にあったベストなプランをご提案いたします。

「東京ビデオ販売 株式会社」
設　備

業　種　衛星放送
担当者名　笠原　暁　　 　
担当者直通　090-3087-4514
会社住所　〒152-0013　東京都目黒区南3-12-18-101
ＴＥＬ 03-3725-1681　　ＦＡＸ 03-3723-6541
E-mail tvideo@wind.ocn.ne.jp
URL http://www.saiyado.com/saikokukai/tokyovideo.html

スカパーを利用した海外放送を客室に放映する事が出来ます。

CNN、BBCなどの代表的なニュースチャンネルをはじめ、中国、韓国チャンネルなど宿泊客

にニーズに合わせた放送が可能です。

地デジ用テレビに対応したデジタル変調器を利用し、１０、１１CHなどの空きチャンネルで放映する事

が出来ます。

お得
情報

弊社はインテリア商品の総合商社です。（販売・内装施工）

『販売部門』：カーテンや敷物を中心とした、国内外のインテリア主要

メーカー品、またオリジナル商品の開発を行い、全国各地の販売店様

へ販売をしております。

『工事部門』：床材・壁紙などの内装資材を販売また内装施工と、内

装資材提供のから内装仕上げ工事までを一貫して請負っております。

「 Ｈｕｍａｎ Ｃｏｍｐａｎｙ Ｈｕｍａｎ Ｌｉｆｅ 」
“人々の生活に貢献する人たちも集まる企業”でありたいを経営理念に掲げ、生活空間に潤いと安ら

ぎ・楽しさを演出し、明るいぬくもりの提供を目指しております。

「日本ベターリビング 株式会社」
建築・リフォーム

業　種　カーテン・敷物・内装施工
担当者名　柴田　雅之　　 　
担当者直通　080-1608-3723
会社住所　〒169-0072　東京都新宿区大久保2-5-3
ＴＥＬ 03-3207-5330　　ＦＡＸ 03-3207-9611
E-mail mas.shibata@nbl.ne.jp
URL http://nbl.ne.jp

問屋ポジションの弊社、流通経路短縮でお得なご提供。

通常流通経路では「メーカー → 問屋（弊社） → 販売店・工事店 → 御社」となりますが、

問屋ポジションとなる弊社が直接販売・工事を請負うため「メーカー → 問屋（弊社） → 御社」と、

お得なご提供が可能となります。

お得
情報

海外からの旅行者が増えてきている中、旅行中の困ったことに関して、「無料公衆無線 LAN

（Wi-FI）が利用できない」が、最も多い事が観光庁の調査で明らかになっております。

今やインターネットは情報を得る為の確実なツールとなっております。

当社ではそれぞれの施設様に対応したWi-Fi 環境構築のご提案をさせて頂きます。

お得
情報

オススメ商品
各インテリアメーカーのカーテン販売も行っておりますが、更にお得に販売可能な「工場直営のオー

ダーカーテン」をお勧めさせて頂きます。

通常は「工場 → メーカー → 問屋（弊社） → 販売店・工事店 → 御社」となりますが、流通経路を

大幅にカットした「工場 → 問屋（弊社） → 御社」工場直営のオーダーカーテンをご用意してあります

ので、是非お問い合わせください。
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アステックでは、それぞれの工事において、設計から施工、工事完了後のメンテナンスまで

一括で対応しております。

お客様にとっては、様々な業者に依頼する手間が省け、また一括で依頼することでコスト削減もできます。

豊富な施工実績と、長年培ってきたノウハウを持つアステックにぜひまとめてご依頼ください。

アステックでは、快適な空間を作るために必要不可欠な３つの工事、

空調設備工事・ダクト工事・給排水設備工事を全て自社で行うことが

できます。

空調設備工事は、皆様にきれいな空気をご提供するための工事です。

人間の生活に欠かせない「空気」。

その空気を屋内で循環させる役割を担うダクト工事も当社の仕事です。

衛生・給排水設備は日常生活のどんな場所・場面でも必ず必要な

水廻りの設備です。

トイレや浴室、厨房などの水、お湯、排水に関することは何でもご相談ください。小さな修理から大きな

工事まで対応させていただきます。

「株式会社 アステック」
設　備

業　種　建築設備
担当者名　佐藤　公則　　 　
担当者直通　080-2142-8470
会社住所　〒338-0835　埼玉県さいたま市桜区道場字拾石田709-1
ＴＥＬ 048-857-5757　　ＦＡＸ 048-857-5700
E-mail eigyou@s-astec.com
URL http://www.s-astec.com

お得
情報

弊社は法人向け業務用衛星放送ス

カパー代理店として契約数 No.1 の

実績があり、どこよりも「安く」「早く」

「簡単に」をモットーにみなさまの施

設にスカパーを導入させていただい

ています。 

ASKなら面倒なお手続き無く、お得

なプランでスカパーをお客様に提供できます。　最近では、増え続ける外国人旅行客に対し、おもて

なしとして外国語放送の導入が高まっており、競合との差別化を図るために非常にお問い合わせが

増えています。　また業界トップクラスのタイトル数を誇る VOD もございます。 わかりやすい画面

構成ですので複雑すぎてお客様が扱いきれなかったり、従業員様の負担になるということもありま

せん。　VODなどの室内娯楽サービスは収益の増加、ブランドの向上、顧客満足度に繋がります。

「株式会社 ＡＳＫ」
設　備

業　種　映像総合商社
担当者名　仲村　春一　　 　
担当者直通　090-6653-2719
会社住所　〒190-0023　東京都立川市柴崎町6-16-8
ＴＥＬ 042-523-4649　　ＦＡＸ 042-527-5777
E-mail nakamura@cs-ask.co.jp
URL http://www.cs-ask.co.jp

施工の流れ

まずはお気軽にお見積り、お問い合わせください。

オススメ商品
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日本テクノでは、電気の「見える化」「理解

（わか）る化」による省エネコンサルティング

を実施しています。

効率的で無駄のない賢い電気の使い方を

ご提案し、旅館・ホテルを中心とした宿泊施

設の電気料金削減・省エネ活動をサポート

します。

宿泊業における省エネ活動は、宿泊される

お客様に快適・安心に過ごしていただける環境づくりがポイントです。

日本テクノでは、SMARTMETER ERIA や SMART CLOCK による「電気の見え

る化」を活用して、施設の利用状況を把握した上で、季節や時間帯に合わせたメリハリ

のある電気の使い方をご提案。

電力小売、省エネ機器販売や設置工事、キュービクルの保安管理もお任せください。

「日本テクノ 株式会社 東日本営業部さいたま支店」
設　備

業　種　電力マネジメント
担当者名　人見　幸夫　　 　
担当者直通　090-2864-2646
会社住所　〒330-0854　埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-9-4エクセレント大宮ビル3階
ＴＥＬ 048-640-4333　　ＦＡＸ 048-643-8040
E-mail info@n-techno.co.jp
URL http://n-techno.co.jp

パナソニック株式会社であれば、ＬＥＤ照明・空調設備・火災報知設備・監視カメラ

を含めたトータルでのエコで省エネなソリューション提案が可能です。

「パナソニック 株式会社 エコソリューションズ社」
設　備

業　種　照明・空調設備
担当者名　安田　純　　 　
担当者直通　080-1508-4612
会社住所　〒000-0000　埼玉県さいたま市中央区新都心4-3 ウェルクビル6階
ＴＥＬ 048-600-5550　　ＦＡＸ 048-600-5548
E-mail yasuda.j@jp.panasonic.com
URL http://panasonic.co.jp/es
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看板は宣伝・広告・集客など企業の営業戦略の一端を担う重要なものであり、同時

に「企業の顔・店の顔」でもあります。

当社ではお客様の営業戦略に沿った看板づくりをテーマに、企画・デザイン・設計・

施工・メンテナンスまでを一貫して自社工場で行っております。

屋外広告士をはじめ多くの専門スタッフが在籍しておりますので、安全性、耐久性は

もちろん、高品質な製品を低価格、短納期でご提供することが可能です。

看板に関するご相談、お見積りなど気軽にお問い合わせください。

「ウチノ看板 株式会社」
看板広告

業　種　看　板
担当者名　金崎　泰博　　 　
担当者直通　080-1097-9165
会社住所　〒359-1164　埼玉県所沢市三ヶ島１丁目23-2
ＴＥＬ 04-2947-8888　　ＦＡＸ 04-2947-3333
E-mail info@uchino-kanban.co.jp
URL http://uchino-kanban.com

看板は、街を歩く人々へダイレクトに訴えか

けるメディア。

どんなにメディアが高度化・多様化しても、

その豊かな可能性や重要性が変わることは

ありません。

常に斬新な表現に挑み、驚きや感動の創造

を通して、集客・イメージの向上を「仕掛

ける」看板づくりを目指して顧客の御要望に

お応えするため、看板の新たな可能性に挑戦し続けています。

看板の企画・デザイン・製作・施工・メンテナンスまで、すべてのプロセスを自社

スタッフ及び設備で行い、的確かつ迅速にお応えいたします。

「株式会社 岡崎巧芸」
看板広告

業　種　看板・内外装
担当者名　岡崎　拓也　　 　
担当者直通　080-5180-7432
会社住所　〒339-0025　埼玉県さいたま市岩槻区釣上新田1083-1
ＴＥＬ 048-798-7770　　ＦＡＸ 048-798-6697
E-mail sales@okazakikougei.co.jp
URL http://okazakikougei.co.jp
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お客様のニーズに適した保険商品をオーダーメイドでお届けすること。

ソニー生命は、お客様とともに人生を考えます。

個人であれ企業であれ、内外の要因により、生命保険で守るもののカタチや

ボリュームは様々です。

また個々のお客様の考え方や環境、状況などを、現在から将来にわたって的確に把

握、分析し、そのうえで税務、法律、金融などのあらゆる角度から検討を重ねて保障

プランを設計してまいります。

「ソニー生命保険 株式会社 埼玉ライフプランナーセンター第1支社」
保険・金融

業　種　保　険
担当者名　中川　宏　　 　
担当者直通　090-8594-9049
会社住所　〒330-0854　埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-10-16シーノ大宮ノースウィング5F
ＴＥＬ 048-648-5511　　ＦＡＸ 048-000-2345
E-mail hiroshi_nakagawa@sonylife.co.jp
URL http://www.sonylife.co.jp

2016年 10月に新検索サイト「STAY LOVELY」をリリース致します。世界一写真点数の多

いレジャーホテル広告として他社サイトと区別化したサイトコンセプトを元にレジャーホテル

ユーザーへ向けたPR広告として活用いただく媒体となります。近年では単一媒体のみならず、複数媒

体の併用 をされるホテル様に多数ご加盟いただいております (10 月時点で全国 900 ホテル以上 )。 

スマホアプリは2017年冬リリース、予約システムも2017年春にリリース致します。

当社はホテル専門の広告代理店と

なります。

オリジナルホームページ制作・運営、

館内撮影、動画撮影・編集制作等、看

板デザイン、販促物制作などのお手

伝いをさせていただいております。

ホテル様のニーズ、困りごとに対応

すべく、営業マンがご訪問させていただきお打ち合わせの上、ご提案致します。

2018年までにはスマートフォンの普及率も80％を越える為、ユーザビリティを意識した集客として、

スマホに注力した媒体をご紹介いたします。

また、2016 年10月にレジャーホテル専門の新検索サイト「STAY LOVELY」をリリースいたしま

す。世界一写真点数の多いレジャーホテル広告として他社サイトと区別化したサイトコンセプトを元

に、レジャーホテルを探しているユーザーへ向けたPR 広告として 活用いただく媒体となります。

「株式会社 ワールド・ホテル・コミュニケーションズ」
看板広告

業　種　ホテル専門広告代理店業
担当者名　小林　也寸喬　 　
担当者直通　080-6690-6932
会社住所　〒101-0061　東京都千代田区三崎町2-8-10 ケープビル3Ｆ
ＴＥＬ 03-5216-3601　　ＦＡＸ 03-5216-7070
E-mail y.kobayashi@w-h-c.com
URL http://w-h-c.co.jp

株式会社 ワールド・ホテル・コミュニケーションズ 有効期限：2016年12月末日まで掲載可能なホテル様に限定します

得おお クーポンお クーポンお クーポン会員
様限
定

※初期費用￥30,000（税抜）が発生します。　　
※次年度更新時も同価格で掲載が可能です。

キリトリ

お得
情報

検索サイト「ステイラブリー」
プランＢ【ギャラリー100点まで、オリジナルプランページなど】

SL15-1140-0055

月額￥20,000（税抜）⇒月額￥10,000（税抜）

※商品の概要を説明しています。

詳しくは、「商品パンフレット」「ご契約のしおり・約款」、保険金の支払

対象となる事由及び支払条件につきましては、「契約概要」「注意喚起

情報」を必ずご覧ください。
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新しい資金需要にお応えします。

新東京トータルリースでは、土地、建物、

内装、設備機器全般、経営コンサルタント

に至るまで、トータルシステムでご利用頂け

ます。

新設に限らず、増、改築においてもぜひご相

談、ご利用下さい。

トータルシステムで、お応えいたします。

建物、設備、備品等の利用から、さらに一歩

進んで、事業資金そのものをリースで利用になる時代です。

新東京トータルリースの「長期資金融資システム」を、ぜひ、ご検討、ご利用ください。

「新東京トータルリース 株式会社」
保険・金融

業　種　リース
担当者名　霧生　光広　　 　
担当者直通　090-3105-9637
会社住所　〒196-0022　東京都昭島市中神町1239-4
ＴＥＬ 042-549-0066　　ＦＡＸ 042-545-0006

従業員の方も集団料率で加入できます！
集団に所属して頂いてる企業オーナーさんを始め、従業員の方パートさん等雇用関係を結んでいる方

は、集団料率でご加入ができます。また、その方々を契約者としてその方の配偶者・二親等以内の方

であれば同じように集団料率で加入できます。

「新生きるためのがん保険Days」ご紹介

お客様から「がんはどうやって治療するの？」と質問を良く受けます。

「がん」の治療方法としては、以前は「がん」というと手術治療でした

が、最近では化学療法が増えつつあり、抗がん剤治療といった化学

療法や放射線治療は入院せずに通院で行うケースが増えています。

また、今「がん」治療において、先進医療が注目されています。

㈱ユニバーサルファミリーでは、通院の保障が充実している「新生

きるためのがん保険Days」や「がん先進医療」を含む特約をご提案させて頂くと共に、がんの最新の

情報をご提供させて頂きます。

＊「先進医療」とは、厚生労働大臣が認める医療技術で、医療技術ごとに適応症（対象となる疾患・症状

等）および実施する医療機関が限定されています。また、厚生労働大臣が認める医療技術・適応症・

実施する医療機関は随時見直されます。

＊商品の詳細は「契約概要」等をご覧ください。

「株式会社 ユニバーサルファミリー」
保険・金融

業　種　保　険
担当者名　鈴木　英夫　　 　
担当者直通　090-9315-1423
会社住所　〒336-0018　埼玉県さいたま市南区南本町1-14-5
ＴＥＬ 048-710-5011　　ＦＡＸ 048-710-5322
E-mail suzuki@universal-family.co.jp
URL http://universal-family.co.jp

お得
情報

オススメ商品
日本で初めてがん保険をつくったアフラックにまたひとつ、新しいがん保険が
加わりました。　
過去にがんを経験された方のためのがん保険
「生きるためのがん保険 寄りそうDays」。
商品の詳細は「契約概要」等をご覧ください。

募集代理店

㈱ユニバーサルファミリー
〒164-0012 中野区本町 2丁目 -46-2 中野坂上
セントラルビル1階
03-6300-6114

（アメリカンファミリー生命保険会社）

引受保険会社
　　

首都圏総合支社
〒160-0023　東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト17 階
お問合せ・各種お手続き コールセンター 0120-5555-95
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ジャンル

リネン・雑貨

飲料・食品

建築・リフォーム

設　備

看板広告

保険・金融

商社名

株式会社 旅館ランドリー 

株式会社 白興

株式会社 ヤマキュウリネンサプライ

株式会社 高木商会 さいたま営業所

日本食研 株式会社 さいたま支店

サントリービバレッジサービス 株式会社

株式会社 パムコ

有限会社 村瀬商事

ミサワホームイング 株式会社 法人営業部

株式会社 メイク

日本ベターリビング 株式会社

東京ビデオ販売 株式会社

株式会社 ＡＳＫ

株式会社 アステック

パナソニック 株式会社 エコソリューションズ社

日本テクノ 株式会社 東日本営業部さいたま支店

株式会社 岡崎巧芸

ウチノ看板 株式会社

株式会社 ワールド・ホテル・コミュニケーションズ

ソニー生命保険 株式会社 埼玉ライフプランナーセンター第1支社

株式会社 ユニバーサルファミリー

新東京トータルリース 株式会社

株式会社日本リサイクルソリューション

業　種

リネン

リネン

リネン

雑貨

調味料・食材販売

飲料販売

内装・建築

総合リフォーム

リフォーム

外構エクステリア

カーテン・敷物・内装施工

衛星放送

映像総合商社

建築設備

照明・空調設備

電力マネジメント

看板・内外装

看　板

ホテル専門広告代理店業

保　険

保　険

リース

リサイクル・家具家電レンタル

弊社は、ホテルや病院などに据え付けまたは備え付けの業務用設備機器の設置や撤
去、リユースソリューション（再生品商品の保管・販売）、賃貸住宅向け家具・家電の
レンタルを行っております。
リプレイス時期を迎えた業務用テレビその他周辺機器の、収集から処分・販売まで
ワンストップでサービスできる会社として 97 年 2 月に開業しました。今日に至るま
で携わった施設は1,000施設以降、80万室です。
「使えるものは再利用」をテーマに、テレビの引き取りに始まりリフレッシュの工程、
1 台 1 台品質の最終確認を経てお客様の元へお届けするリサイクルソリューション
を提供しております。
今後行われるホテル・旅館リノベーションにおいて、作業効率、コストにおいて、弊社
のリサイクルソリューションはお客様のお役に立てると信じております。
お気軽にお問合せください。

「株式会社 日本リサイクルソリューション」
保険・金融

業　種　リサイクル業・家具家電レンタル業
担当者名　矢田　八起　　 　
担当者直通　090-2070-1195
会社住所　〒335-0035　埼玉県戸田市笹目南町33-9
ＴＥＬ 048-421-3200　　ＦＡＸ 048-421-3203
E-mail info@jrs.sc
URL http://www.jrs.sc

ホテルシステムリプレイスの際、どんなテレビでも買い取ります。（埼玉県内・破損品は除く）

１台100円～1,000円以上

年式や台数により価格は変動します。お気軽にご相談ください。

お得
情報

不用品の撤去・収集運搬・処分を行います。

客室デスクが古くなったので取り替えて処分に困っている。

ベッドを新調するにあたり、入れ替え作業から処分までやってもらいたい。

お気軽にご相談ください。会員の皆様には、お見積もりの金額から１０％割引いたします。

お得
情報
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