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AAA⽂字サイズ：

サイトについて  サイトマップ  メールニュース配信解除・変更
お問い合わせ

経営者向けビジネス⽀援サイト「AD倶楽部ビジネスゲートウェイ」へようこそ！

ベストケアサポーターのご紹介

地域で検索 ≫ クリックで選択してください

カテゴリで検索 ≫ クリックで選択してください

≫カテゴリでの絞り込みを解除

キーワードで検索 ≫ 語句を⼊⼒し、「検索」ボタンをクリックしてください

 検索 

【業種】 ： コンサル   ≫この条件を解除

    ≫ 38 件中、1〜5 件⽬を表⽰。

1 2 3 4 5 6 7 8 次へ >

全国のAD倶楽部
※ クリックで移動します
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検 索 条 件

カテゴリで検索

キーワードで検索

検 索

都道府県を選択

東京都

株式会社ECO-マスト

地域： 全国

住所： 東京都豊島区池袋1-16-20-9F    

TEL： 03-6907-0280

HP： https://eco-mst.tokyo

PR：

⽔道・電気などの間接費を⾒直す経費削減・
環境改善ナビゲーター。独⾃の「リバースオ
ークション⽅式」による電⼒契約料⾦の⾒直
しや、業界トップクラスの実績を誇る節⽔シ
ステムの導⼊で確実に削減し、財務体質強化
や新たな設備投資の財源を確保するサポート
を⾏います。

東京AD倶楽部

≫ サイトポリシー  ≫ 勧誘⽅針  ≫ 個⼈情報保護⽅針  ≫ ディスクロージャー基本⽅針  ≫ 営業担当⽤

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 Copyright(C)2010. Aioi Nissay Dowa Insurance Co., Ltd All Rights Reserved.

北海道・東北地⽅ 関東・甲信越地⽅ 東海・北陸地⽅ 近畿地⽅ 中国・四国地⽅ 九州・沖縄地⽅

くるま 暮らし 住まい・不動産

介護・健康 その他 選択解除
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株式会社ECO-マスト コンサルコンサル

所属： 東京AD倶楽部

地域： 全国

住所： 東京都豊島区池袋1-16-20-9F    

TEL： 03-6907-0280

HP： https://eco-mst.tokyo

PR： ⽔道・電気などの間接費を⾒直す経費削減・環境改善ナビゲ
ーター。独⾃の「リバースオークション⽅式」による電⼒契
約料⾦の⾒直しや、業界トップクラスの実績を誇る節⽔シス
テムの導⼊で確実に削減し、財務体質強化や新たな設備投資
の財源を確保するサポートを⾏います。

株式会社Lean on Me コンサルコンサル

所属： 近畿AD倶楽部

地域： 全国

住所： ⼤阪府⾼槻市萩之庄5-1-1-502    

TEL： 072-648-4438

HP： https://leanonme.co.jp/

PR： 障がい福祉サービス事業所で障がい者を⽀援する職員の研修
をeラーニング形式で⾏います。内容は、マナー接遇や権利
擁護・虐待防⽌などのテーマで3分の動画教材を200個以上
取りそろえています。

コニカミノルタQOLソリューションズ株式会社 コンサルコンサル

所属： 東京AD倶楽部

地域： 東京都, 愛知県, ⼤阪府, 福岡県

住所： 東京都港区新橋6-19-13    

TEL： 070-7537-3808

HP： https://www.konicaminolta.com/jp-ja/care-support/

PR： 我々は介護業務に係る製品、情報システム及びサービスの開
発、販売、コンサルティングを提供しております。我々の中
核製品であるケアサポートソリューションは「⾏動検知セン
サー」と「スマートフォン」を軸とした介護スタッフ様のワ
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AAA⽂字サイズ：

サイトについて  サイトマップ  メールニュース配信解除・変更
お問い合わせ

経営者向けビジネス⽀援サイト「AD倶楽部ビジネスゲートウェイ」へようこそ！

ベストケアサポーターのご紹介

株式会社ECO-マスト コンサルコンサル

所属： 東京AD倶楽部

地域： 全国

住所： 東京都豊島区池袋1-16-20-9F    

TEL： 03-6907-0280

HP： https://eco-mst.tokyo

PR： ⽔道・電気などの間接費を⾒直す経費削減・環境改善ナビゲ
ーター。独⾃の「リバースオークション⽅式」による電⼒契
約料⾦の⾒直しや、業界トップクラスの実績を誇る節⽔シス
テムの導⼊で確実に削減し、財務体質強化や新たな設備投資
の財源を確保するサポートを⾏います。

電⼒コストの削減のアウトソーシング

企業様に代わって50社にも上る有⼒電⼒会社に独⾃の「リバースオー
クション⽅式による削減交渉」を⾏い、現状よりもさらに10%以上の
電⼒コスト削減を実現。全国にまたがる拠点も、関連会社も、複数の電
⼒契約もまとめて⼀つの契約にでき、管理コストも削減。⾒積もり無
料、初期投資ゼロ、完全製菓報酬⽅式です。

» もっと詳しい情報を⾒る

⽔道経費削減のプロフェッショナル

導⼊件数7,500社(45,000物件)、圧倒的業界No1の実績が信頼の証。調
査・⾒積無料。リース導⼊可(その場合節約額の中に⽀払額が収まるの
で持ち出し不要)。

環境賞エコマーク認定・税理⼠団体TKC全国会認定製品で「安⼼・確実
にコストダウン」が実現できます。

» もっと詳しい情報を⾒る
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