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NITTO-JIMUKI CO.,LTD.

コンセプトCONCEPT

より愛される企業をめざす
日東事務機が創業以来の経営理念として掲げてきた「より愛される企業をめざす」とは、

様々なお客様と、より深い信頼感を築き、

時代の変遷と共に移り変わるお客様のニーズにお応えすることにあります。

そのために私たちがモットーとしていることは、お客様と常に「笑顔」で接することです。

お客様から様々なお声を頂戴するときも、

我々は笑顔を絶やさず問題に誠心誠意尽くします。

日進月歩から分単位で進むIT社会の時代でも、人と人とのコミュニケーションは

“まごころ”なくしては語れません。

日東事務機は、これからどんな時代を迎えようとも、

創業以来の経営理念を、より大切にしていくべきだと考えています。

社　　　名 日東事務機株式会社

創　　　業 昭和４２年５月５日

設　　　立 昭和４２年５月２９日

資　本　金 ２,４００万円

社　員　数 ３２名（２０１３年１月現在）

売　上　高 １２億円（２０１２年度）

役　　　員 代表取締役会長　村瀬　隆夫

 代表取締役　　　村瀬　尚宏

 常務執行役員　　長屋　真司

 取締役　　　　　村瀬　栄利子

 監査役　　　　　村瀬　多香子

事 業 内 容 オフィストータルマネジメント

 デジタル複合機・ＦＡＸプリンタ等の販売及び保守

 オフィス家具の販売及びワークプレイスの構築

 オフィス移転・リニューアル等の総合プロジェクトマネジメント

 ＰＣ及び周辺機器の販売及び保守

 情報系及び通信系におけるネットワーク等のインフラ構築

 通信機器・ＰＢＸの販売及び工事・保守

 アスクル等のオフィスサプライの販売

取 引 銀 行 大垣共立銀行

 十六銀行

 大垣信用金庫

 岐阜信用金庫

 西濃信用金庫

 関信用金庫

株主

会長

社長

常務

業務管理 ２課1課 1課 2課 3課ＭＡ課

営業部技術部管理部

会社概要・沿革
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組織図 SYSTEM



NITTO-JIMUKI CO.,LTD.

次の50年も、愛される会社に。

昭和 ４２年 ５月 資本金５０万円　  岐阜市安良田町にて創業

昭和４４年 ５月 資本金１００万円　岐阜市鹿島町８丁目に移転

昭和４６年 ８月 資本金２００万円　岐阜市鹿島町７丁目に移転

昭和５４年  資本金２４００万円増資

昭和５７年  創業１５周年にて本社ビル建築（岐阜市西荘４丁目に移転）

昭和６２年 ９月 創業２０周年海外旅行実施（グアム）

平成 ３年 ５月 土曜休日の実施

平成 ３年 ９月 創業２５周年海外旅行実施（サイパン）

平成 ４年 ５月 週休２日制の実施

平成 ７年  コニカユービックスチャンピオンフラッグ争奪戦全国優勝

平成 ８年 １２月 創業３０周年海外旅行実施（シンガポール）

平成１０年  コニカユービックスチャンピオンフラッグ争奪戦全国優勝

平成１０年  創業３０周年記念展示会グランドセレクション３０開催

平成１１年  商品技術センター開設

平成１３年  創業３５周年海外旅行実施（香港・マカオ）

平成１３年  コニカチャンピオンフラッグ争奪戦ダイヤモンドコース（Ⅱ）優勝

平成１5年  コニカチャンピオンフラッグ争奪戦ダイヤモンドコース（Ⅱ）優勝

平成１6年  コニカチャンピオンフラッグ争奪戦ダイヤモンドコース（Ⅱ）優勝

平成１7年  コニカミノルタチャンピオンシップダイヤモンドコース（Ⅱ）優勝

平成１９年 ４月 創業４０周年記念ゴルフコンペ感謝会開催

平成２０年  新商品技術センター開設

平成２１年  村瀬隆夫が代表取締役会長に就任

   村瀬尚宏が代表取締役に就任

平成２３年  創業４５周年記念BusinessActionFair2011開催

平成２４年  創業４５周年海外旅行実施（上海）

会社概要COMPANY PROFILE

沿革 HISTORY

ごあいさつ

昭和42年創業以来、事務機販売を通じ皆様のオフィスの効

率化、快適化のお役に立つ努力を重ね「小さくてもNo.1企業

をめざす」を合言葉にお客様の様々なニーズに素早く対応

する努力を続けて企業力を高めてまいりました。時代がデジ

タル化、ネットワーク化、高速化する今日、あらゆるビジネス

シーンに対応できるオフィス環境の構築は重要な問題となっ

ております。こうした中、日東事務機は常にお客様のパート

ナーとして時代がもたらす様々な問題を解決するオフィス空

間を提案してまいりますので、これからも変わらぬご愛顧の

ほど心からお願い申し上げます。

 代表取締役　　村瀬　尚宏

会社コンセプト

Since 1967

GREETINGS



NITTO-JIMUKI CO.,LTD.

セールス＆マーケティングSALES & MARKETING

S UNR I S E精神
日は必ず東から昇るように私たちも常に明るく元気な営業、

前向きな考えをもち、何事にも決してあきらめない、

また向上心を常に持ちお客様と社会との共生を目指します。

また、信頼を得るために私たちは、ICTソリューションを駆使し

お客様のご相談、お困り事を最新の情報提供と

人間力（コミュニケーション力）でお客様の目線に立ち解決します。

創業以来「より愛される企業をめざす」をモットーに

活動してまいりました。

オンリーワンの営業をいつも心がけています。

私たちは前を向き、常に上を目指します。

事業内容

現するビズネスソリューション
業務の質と効率を高める事業内容

私たちはオフィスに求められる問題解決の理念をもとに

オフィス構築をサポートするオフィスソリューションを提供しております。

オフィスソリューションの重要なテーマである「セキュリティ＆セーフティ」

「ＩＣＴソリューション」「クリエイティブ」のさまざまな経営課題をサポートし、

企業価値を高めるための最適なオフィス環境を支援します。

社内LAN構築、サーバー構築をはじめ運

用、保守までネットワーク社会における広

域的な情報共有・交換のための包括的な

情報ネットワークの構築をご提案します。

社内インフラの構築

経営基盤を担う情報セキュリティに関わるシステ

ム障害、不正アクセス、情報漏洩のリスクから知

的財産を守るべく企業の事業継続の重要性とと

もにリスクマネジメントをサポートします。

情報セキュリティの構築

明日来るから「アスクル」確かめてみません

か？ アスクルはインターネットでもＦＡＸ

でも、いつでもご注文いただけます。通常

商品は翌日お届けすることができます。

1,000円以上ご注文なら送料無料！です。

アスクル

Business Solution

オフィスでの新しい働き方に合わせて、先進

的な家具や機器、システムを有機的計画的

な導入をできるようレイアウトからご提案し

ます。

先進のワークプレイス構築

商品ＰＲ、企業ＰＲ、求人広告、セミナー

集客チラシといったオンデマンド印刷を

担うプロフェッショナルのために高速処理

力を求めるオフィスから企業内の印刷部

門、印刷業界のニーズまで高画質と信頼

性でサポートします。

企業向けの印刷物の付加価値向上
ＣＯ2排出量だけでなくコストも大幅に節減。

エコ商品を活用したオフィス作りに貢献します。

経費節約ソリューション

ＩＰ電話など最新ネットワーク機能で通信

コストの削減と新しいコミュニケーションで

ビジネスの効率を高めセキュリティ対策で

オフィスの安全を守ります。

コミュニケーションの構築



NITTO-JIMUKI CO.,LTD.

プロダクツPRODUCTS

オフィス環境の“最適化”を実
運用・管理コストの削減・効率化

グローバルビジネスへの対応、環境負荷の低減、情報セキュリティの強化

企業を取り巻く事業環境の変化を背景にオフィス運営に求められる要件が

これまで以上に高度化、多様化しつつあります。

こうしたなか、日東事務機はコニカミノルタ製品を通して「TCOの削減」と「生産性の向上」をテーマに

お客様のオフィス環境を“最適化”するトータルなビジネスソリューションを提案しています。

デジタル･ネットワーク化の進展を背景に複合機やプリ

ンターなどの情報機器は日本のオフィスワークを支える

重要なインフラとして存在感を高め続けています。

コニカミノルタの複合機bizhub「ビズハブ」は業務効率

化､コスト削減や事環境負荷低

減、セキュリティ強化などお客

様のオフィスにおける課題解

決のためのさまざまな機能を

搭載しています。　　　

オフィスの課題解決に貢献しお客様のニーズに
柔軟に応える多彩な製品ラインナップ

日東事務機は複合機やプリンターなどの情報機器の提供に止まらない多彩なサービ

スを提供しています。情報機器の多様な機能と文書管理アプリケーションを組み合わ

せドキュメント管理を支援する「ドキュメントマネジメント」からネットワーク化か進む

オフィスのIT課題を解決する「ITサポート」さらには情報機器の最適配置などを提案す

る「オフィス環境エンジニアリング」まで多角的なサービスの提供を通じてお客様の

オフィスの最適化を支援お客様を取り巻くビジネス環境の変化に柔軟に対応しオフィ

スを常に“最適”な状態に保つために継続的な改善をサポートしていきます。

オフィス環境の継続的改善を支援

近年ではスマートフォンに代表されるモバイル端末の急

速な普及と、クラウドコンピューティングの本格化を背景

に固定席を持たないフリーアドレス

や住宅勤務、リモートオフィスなど、

多様な働き方が広がっています。

日東事務機はこれら新たなワークス

タイルを支援するためモバイル端

末と複合機の連携を実現する提案

を行なっています。

クラウド活用が加速する中で新しいオフィス環境を

bizhub

営業部

お客様のICTソリューションはおまかせ下さい。豊富な

専門知識の営業が的確に問題点、改善点をお客様とと

もに考え対応させていただきます。お客様との大事な

打ち合わせ時間を決して無駄にはいたしません。これ

からのオフィス作りに必ずお役にたちます。

Speciality （豊富な専門知識の対応）

いつもお客様から信頼を得られるよ

う提案をおこなっています。ECOへ

の取り組み、経費節減などお客様の

現状把握から改善までお客様の利

益を重視し提案しています。

Suggestion（提案）

Triple

S

お客様の問題解決へはいつも真摯に向き合います。豊

富な知識と経験からなる多角的なアイデアで問題解決

します。

（柔軟な発想と解決力）Solution

当社営業部が数々のお客様に
喜んでいただいている3つの理由



技術部

NITTO-JIMUKI CO.,LTD.

テクニカルサポートTECHNICAL  SUPPORT

先輩から後輩へ

課題が見つかったらすぐに相談ができる環境がありま

す。先輩は後輩の状況をみながらその都度適切なアドバ

イスをおこない、先輩たちが経験し得た情報、適正な処

理をしっかりと後輩に伝えていきます。

コニカミノルタの遠隔診断システムCSRCは、通信回線を利用した先進のサポートネットワークです。万

が一の故障情報を、コニカミノルタのサービス管理システムに即時通報するとともに、マシンのダウン

タイムを最小限に抑えることで、お客様の満足を追求しています。

遠隔診断システム（CS Remote Care）

通信回線
（http/E-mail/FAX）

故障通知※1・稼働情報
カウント自動検針

日東事務機コニカミノルタお客様

今、そして未来のために
全力でサポートします。
現在、そして今後も確実に進歩し高機能化する機器のメンテナンスに、

迅速そして確実に対応していくことがアフターサービスを請け負うにあたり何よりも大切な責務です。

私たちサービスマンは責任と自覚を持ちお客様の大切な機器を管理させていただくことに感謝し、

またこれからのよりよいオフィス環境の為にコストダウン、効率アップ、省エネなどさまざまな問題を

お客様と共に考え改善して参ります。　

Speedy

プリントが出来ない、メールが出来ない、インターネットが繋がらない、

ファイルの管理がうまく出来ない、様々なオフィスの困ったに対応しま

す。お客様の財産であるオフィスのITを有効活用するため多種多様な

資格に積極的にチャレンジし、取得した資格を基にお客様の様々な問

題解決のお手伝いをします。

Settlement

わかりません。出来ません。知りません。

こんな言葉を口にしない為にそれぞれの持つ情報を

共有するためのミーティングや勉強会を実施し、次々

と開発される機能、技術に対応します。

Skilled

SSSSppppeeeeeeeddddyyy

プリントが出来ない、メールが出来ない、イ

ファイルの管理がうまく出来ない、様

す。お客様の財産であるオフ

資格 積

Settlementt

わかりません。出

こんな言葉を口

共有するため

と開発される

Skkiillleeddd
Triple

S

（迅速な対応） 

（技術力の向上）

（問題を解決する）

（時は金なり）昔から言われる大切な事です。私たちは

大切な時間を無駄にしないため、各エリア毎に効率よ

くサービスマンを配置し、〔1時間以内のトラブル解決〕

を基本に対応致します。また、遠隔診断システムにより

機器の状態を管理し未然にトラブルを防ぎます。


