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Ⅰ.  Mission・ Vision 
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Mission 
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Vision 
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日本のギグエコノミー市場を創成し、 
 

圧倒的なリーディングカンパニーになる 

Objective 
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Gig-Economyとは・・ 

ギグエコノミーとは、 
 

インターネット等を通じて 
 

単発・短期の仕事を受注する働き方や 
 

それによって成立する経済活動 
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Ⅱ. 2020年10月期第２四半期 
決算概要 
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2020年10月期 ２Q 決算ハイライト 

業 績 
  売上高9,183百万円（6.7％増）、  営業利益444百万円（0.1％増） 

  四半期純利益269百万円（3.9%増） 
 

  第二四半期累計期間ベースで売上・営業利益共に過去最高を達成 
 

オンデマンド 
エコノミー 

 福岡市百道浜にコンタクトセンターを開設 
 

 デコールCC.CRMの販売が順調、開発受託案件の引き合い増 
 

 PC等キッティングの引き合い増につき東京センターを増床 

シェアリング
エコノミー 

ＫＰＩ 

 お仕事斡旋総件数 6,736,744件（当社創業来のお仕事紹介件数） 
 

 ユニークワーカー数 4,573名（2020年10月期第２四半期） 
 

 総案件数（稼働Project数） 1,469件（2020年10月期第２四半期） 
 

 シェアオフィス稼働率 91％ 

 シェアオフィス店舗数59店舗、会員数4,500 社を突破 
 

 新宿・有明ワシントンホテル内にシェアオフィスをOPEN 
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損益計算書 

増減額 増減率 

（単位：百万円） 

2019年10月期
（2018年11月ｰ2019年4月）

2020年10月期
（2019年11月ｰ2020年4月）

増減額 増減率

　売上高 8,604 9,183 +578 +6.7%

　　売上原価 6,545 6,910

　　売上総利益 2,059 2,273

　　販売管理費 1,615 1,823

　営業利益 444 444 +0 +0.1%

　　営業外収益 34 12

　　営業外費用 6 10

　経常利益 472 447 ▲25 ▲5.3％

　　特別利益 ｰ 109

　　特別損失 17 118

　　税金費用 195 168

　四半期純利益 259 269 +10 +3.9％


CO稼働率･会員数

				コワーキングスペース　会員数・稼働率推移 カイインスウ カドウ リツ スイイ

						2018/11		2018/12		2019/1		2019/2		2019/3		2019/4		2019/5		2019/6		2019/7		2019/8		2019/9		2019/10		2019/11		2019/12		2020/1		2020/2		2020/3		2020/4

				会員数 カイインスウ		3,523		3,592		3,704		3,806		3,877		3,998		4,042		4,177		4,243		4,267		4,272		4,322		4,359		4,387		4,416		4,483		4,544		4,551

				稼働率 カドウ リツ		77.1%		78.6%		82.0%		84.6%		86.7%		90.3%		90.4%		92.6%		93.2%		92.4%		91.2%		91.1%		90.0%		91.2%		91.7%		92.6%		92.3%		90.8%

				ドロップ会員数 カイイン スウ																														882		923		960		960

																																		5,298		5,406		5,504		5,511

						2018/11		2018/12		2019/1		2019/2		2019/3		2019/4		2019/5		2019/6		2019/7		2019/8		2019/9		2019/10		2019/11		2019/12		2020/1		2020/2		2020/3		2020/4

				　　　　会員数 カイインスウ		3,523		3,592		3,704		3,806		3,877		3,998		4,042		4,177		4,243		4,267		4,272		4,322		4,359		4,387		4,416		4,483		4,544		4,551

				　　　　稼働率 カドウ リツ		77.1%		78.6%		82.0%		84.6%		86.7%		90.3%		90.4%		92.6%		93.2%		92.4%		91.2%		91.1%		90.0%		91.2%		91.7%		92.6%		92.3%		90.8%

				　　　　ドロップイン　　　　
　　　　会員数　　 カイイン スウ																														882		923		960		960



会員数	43405	43435	43466	43497	43525	43556	43586	43617	43647	43678	43709	43739	43770	43800	43831	43862	43891	43922	3523	3592	3704	3806	3877	3998	4042	4177	4243	4267	4272	4322	4359	4387	4416	4483	4544	4551	稼働率	43405	43435	43466	43497	43525	43556	43586	43617	43647	43678	43709	43739	43770	43800	43831	43862	43891	43922	0.77070000000000005	0.78549999999999998	0.81989999999999996	0.84599999999999997	0.86670000000000003	0.90310000000000001	0.90369999999999995	0.92589999999999995	0.93200000000000005	0.92414208308248047	0.91247782377291542	0.91070372560615021	0.90010372560615004	0.91240372560615002	0.91730372560615003	0.9257694628847315	0.92275449101796403	0.90778443113772456	



配当

						2016年 ネン		2017年 ネン		2018年 ネン		2019年 ネン		2020年（予想） ネン ヨソウ

						0		5		8		14		18



2016年	2017年	2018年	2019年	2020年（予想）	0	5	8	14	18	



シェアリングエコノミー

				2018年度 ネン ド						2030年度 ネンド

		スペース		5,039				スペース		35,056

		モノ		5,201				モノ		23,902

		お金 カネ		4,587				お金 カネ		20,130

		スキル		2,111				スキル		19,469

		移動 イドウ		1,935				移動 イドウ		12,718







		出所：情報通信総合研究所（2019年4月） シュッショ ジョウホウ ツウシン ソウゴウ ケンキュウショ ネン ガツ



2018年度	スペース

 5,039

モノ

5,201

お金

4,587

スキル

2,111

移動

1,935

スペース	モノ	お金	スキル	移動	5039	5201	4587	2111	1935	

2030年度	スペース 35,056

モノ

 23,902

お金

 20,130

スキル 19,469

移動 

12,718

スペース	モノ	お金	スキル	移動	35056	23902	20130	19469	12718	



求人倍率の増加

				2017"年"1"月"		2月 ガツ		3月		4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		2018"年"1"月"		2月		3月		4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		2019"年"1"月"		2月		3月		4月		5月 ガツ		6月		7月		8月		9月		10月

		職業計		1.57		1.60		1.59		1.41		1.34		1.35		1.43		1.49		1.51		1.54		1.58		1.65		1.66		1.67		1.64		1.45		1.38		1.38		1.47		1.54		1.55		1.56		1.58		1.62		1.63		1.65		1.62		1.44		1.37		1.37		1.44		1.48		1.49		1.49

		専門的・技術的職業		2.35		2.43		2.25		1.77		1.67		1.69		1.83		1.93		1.97		2.04		2.14		2.35		2.40		2.44		2.30		1.81		1.69		1.71		1.88		1.98		2.02		2.06		2.16		2.34		2.44		2.47		2.35		1.87		1.73		1.75		1.90		1.99		2.00		2.04

		販売の職業		2.59		2.68		2.75		2.55		2.48		2.49		2.63		2.72		2.76		2.86		2.92		3.05		3.10		3.08		3.09		2.90		2.80		2.76		2.84		2.93		2.94		2.89		2.92		3.02		3.05		3.05		3.03		2.81		2.73		2.72		2.79		2.80		2.78		2.82

		サービスの職業		4.15		4.08		4.03		3.74		3.62		3.70		3.94		4.05		4.07		4.16		4.33		4.58		4.53		4.43		4.32		3.95		3.82		3.87		4.13		4.27		4.27		4.28		4.38		4.59		4.54		4.52		4.48		4.08		3.97		4.02		4.20		4.33		4.27		4.28



職業計	2017年1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	2018年1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	2019年1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	1.57	1.6	1.59	1.41	1.34	1.35	1.43	1.49	1.51	1.54	1.58	1.65	1.66	1.67	1.64	1.45	1.38	1.38	1.47	1.54	1.55	1.56	1.58	1.62	1.63	1.65	1.62	1.44	1.37	1.37	1.44	1.48	1.49	1.49	専門的・技術的職業	2017年1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	2018年1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	2019年1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	2.35	2.4300000000000002	2.25	1.77	1.67	1.69	1.83	1.93	1.97	2.04	2.14	2.35	2.4	2.44	2.2999999999999998	1.81	1.69	1.71	1.88	1.98	2.02	2.06	2.16	2.34	2.44	2.4700000000000002	2.35	1.87	1.73	1.75	1.9	1.99	2	2.04	販売の職業	2017年1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	2018年1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	2019年1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	2.59	2.68	2.75	2.5499999999999998	2.48	2.4900000000000002	2.63	2.72	2.76	2.86	2.92	3.05	3.1	3.08	3.09	2.9	2.8	2.76	2.84	2.93	2.94	2.89	2.92	3.02	3.05	3.05	3.03	2.81	2.73	2.72	2.79	2.8	2.78	2.82	サービスの職業	2017年1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	2018年1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	2019年1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	4.1500000000000004	4.08	4.03	3.74	3.62	3.7	3.94	4.05	4.07	4.16	4.33	4.58	4.53	4.43	4.32	3.95	3.82	3.87	4.13	4.2699999999999996	4.2699999999999996	4.28	4.38	4.59	4.54	4.5199999999999996	4.4800000000000004	4.08	3.97	4.0199999999999996	4.2	4.33	4.2699999999999996	4.28	



ユニークワーカー数

				1Q		2Q		3Q		4Q

		FY2019		3,999		4,882		5,698		6,171

		FY2020		4,025		4,573

				FY19/1Q		FY19/2Q		FY19/3Q		FY19/4Q		FY20/1Q		FY20/2Q

		お仕事斡旋件数 シゴト アッセン ケンスウ		6,408,483		6,475,207		6,534,690		6,608,655		6,683,141		6,736,744



FY2019	1Q	2Q	3Q	4Q	3999	4882	5698	6171	FY2020	1Q	2Q	3Q	4Q	4025	4573	

お仕事斡旋件数	FY19/1Q	FY19/2Q	FY19/3Q	FY19/4Q	FY20/1Q	FY20/2Q	6408483	6475207	6534690	6608655	6683141	6736744	

FY2019	1Q	2Q	3Q	4Q	3999	4882	5698	6171	FY2020	1Q	2Q	3Q	4Q	4025	4573	



労働人口

				労働人口 ロウドウ ジンコウ

				2009年 ネン		2010年 ネン		2011年 ネン		2012年 ネン		2013年 ネン		2014年 ネン		2015年 ネン		2016年 ネン		2017年 ネン

		日本 ニホン		62878		62563		61100		62700		63114		63507		63770		64400		65300

		アメリカ		139877		139064		139869		142469		143929		146305		148834		151436		153337

		イギリス		28923		28942		29078		29428		29821		30642		31205		31628		31963

		韓国 カンコク		23506		23829		24244		24681		25066		25600		25936		26235		26552

		オーストラリア		10806		11012		11215		11347		11465		11537		11751		11941		12264

		フィリピン		35061		36035		37192		37622		37917		38094		38741		40997		40334

		労働人口　2009年比較 ロウドウ ジンコウ ネン ヒカク

				2009年 ネン		2010年 ネン		2011年 ネン		2012年 ネン		2013年 ネン		2014年 ネン		2015年 ネン		2016年 ネン		2017年 ネン

		日本 ニホン		100%		99%		97%		100%		100%		101%		101%		102%		104%

		アメリカ		100%		99%		100%		102%		103%		105%		106%		108%		110%

		イギリス		100%		100%		101%		102%		103%		106%		108%		109%		111%

		韓国 カンコク		100%		101%		103%		105%		107%		109%		110%		112%		113%

		オーストラリア		100%		102%		104%		105%		106%		107%		109%		111%		113%

		フィリピン		100%		103%		106%		107%		108%		109%		110%		117%		115%

				2017年 ネン

		日本 ニホン		4%

		アメリカ		10%

		イギリス		11%

		韓国 カンコク		13%

		オーストラリア		13%

		フィリピン		15%



日本	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	1	0.99499029867362199	0.97172301917999937	0.99716912115525302	1.0037533000413499	1.0100034988390216	1.014186201851204	1.02420560450396	1.0385190368650403	アメリカ	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	1	0.9941877506666571	0.99994280689462889	1.0185305661402517	1.0289683078704863	1.045954660165717	1.0640348306011711	1.0826368881231367	1.0962273997869556	イギリス	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	1	1.0006569166407357	1.0053590568060022	1.0174601528195553	1.0310479549147737	1.059433668706565	7	1.078899146008367	1.093524184904747	1.1051066625177195	韓国	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	1	1.0137411724666043	1.0313962392580618	1.0499872373011145	1.0663660342040331	1.0890836382200288	1.1033778609716669	1.1160980175274398	1.1295839360163362	オーストラリア	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	1	1.0190634832500463	1.0378493429576161	1.0500647788265778	1.0609846381639829	1.0676476031834166	1.0874514158800666	1.1050342402369053	1.1349250416435315	フィリピン	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	1	1.0277801545877185	1.0607797838053679	1.0730441230997405	1.0814580302900658	1.0865063746042611	1.1049599269843986	1.1693049257009211	1.150395025812156	

2017年	日本	アメリカ	イギリス	韓国	オーストラリア	フィリピン	3.8519036865040324E-2	9.6227399786955603E-2	0.1051066625177195	0.12958393601633622	0.13492504164353147	0.15039502581215602	



世界のGDｐ

						2018年 ネン				2030年 ネン				2050年 ネン

				1		アメリカ		20,580		中国 チュウゴク		27,132		中国 チュウゴク		52,095

				2		中国 チュウゴク		13,368		アメリカ		22,157		アメリカ		34,639

				3		日本 ニホン		4,971		インド		10,869		インド		31,426

				4		ドイツ		3,951		日本 ニホン		5,401		ブラジル		8,124

				5		イギリス		2,828		ロシア		4,034		インドネシア		7,302

				6		フランス		2,780		ブラジル		3,910		メキシコ		6,678

				7		インド		2,718		ドイツ		3,772		ロシア		6,540

				8		イタリア		2,075		イギリス		3,267		日本 ニホン		6,216

				9		ブラジル		1,867		サウジアラビア		3,212		ナイジェリア		5,993

				10		韓国 カンコク		1,720		フランス		3,056		サウジアラビア		5,488





案件数

		01080（IOデータ(設置設定)）

		04109（CCBJI（派遣））

		04125（NDS（HDD交換））

		04178（コムネットワーク）

		04188（ひまわりﾈｯﾄ(CATV））

		04193（NDS(ｻﾎﾟｰﾄﾃﾞｽｸ)）

		04206（ｺﾑﾈｯﾄﾜｰｸ(ｼｪｱﾄﾞ)）

		04216（アイホン）

		04223（ｼﾌﾞﾀﾆ（内覧会説明））

		04240（ﾌﾞﾗｻﾞｰ(ﾌﾟﾘﾝﾀｰ販売)）

		04247（平安閣（会員調査））

		04262（JSFIT(ｲﾝﾌﾗ構築派遣)）

		04270（東芝IT中部(保守)）

		04272（ｺﾑﾈｯﾄﾜｰｸ(内覧会)）

		04286（ｵﾘｵﾝSP(拡販)）

		04291（アプロ通信(内覧会)）

		04299（日本ﾃﾞｼﾞﾀﾙ通信(派遣)）

		04316（SB_パリミキルータ）

		04321（産業機電（内覧会））

		04328（ｺﾞｰﾙ_内覧会）

		04333（NECF 名古屋事務派遣）

		04334（NECF 静岡事務派遣）

		04336（知多ﾒﾃﾞｨｱｽ（ﾘﾃﾝｼｮﾝ））

		05000（大阪センター直販）

		05014（アイテック阪急阪神）

		05032（ﾕﾆｱﾃﾞｯｸｽ(訪問設置)）

		05047（協和ﾃｸﾉﾛｼﾞｨｽﾞ(ｻｰﾊﾞ)）

		05053（紀陽情報システム）

		05092（ﾍﾟｯﾄｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ）

		05095（ギンガシステム）

		05128（ZTV（滋賀））

		05129（加賀ｿﾙﾈｯﾄ(大阪））

		05142（ミライト・エックス）

		05245（総合会館）

		05259（興安計装）

		05261（ｵｶｹﾝ(受託_倉庫作業)）

		05266（タカラ(派遣)）

		05268（大学生協_中国･四国）

		05277（コーナンメディカル）

		05293（城東輪業社）

		05307（新広社）

		05381（パシフィックネット）

		05397（大手前総合労務管理）

		05401（サップ）

		05419（尼崎市老人連合クラブ）

		05426（NTT-MS（訪問設置））

		05432（ﾕﾆｱﾃﾞｯｸｽ(ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ)）

		05455（ベニックソリューショ）

		05458（内外インキ製造）

		05478（ATS（派遣））

		05514（ミツイワ大阪CCS）

		05516（日信IT(PC設置設定)）

		05523（ＪＢＳ（展開））

		05540（大塚商会神戸ヘルプ）

		05549（学情（CC））

		05557（ｴｽｹｰ化研(物販+ KTG)）

		05564（ATS（サーバー設置））

		05607（J-WITS（ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ））

		05620（NTTFT(奈良_訪問設置)）

		05647（ﾐﾂｲﾜ(PCｷｯﾃｲﾝｸﾞ））

		05695（Sky(評価案件-大阪)）

		05710（ﾊｲﾊﾟｰ PC設置）

		05750（城東輪業社_軽作業）

		05790（J-WITS（展開支援））

		05792（ﾐﾗｲﾄ･ｴｯｸｽmineo）

		05795（NTTMA(オンサイト)）

		05810（アクト（営業ｻﾎﾟｰﾄ））

		05812（東海警備(EEW保守)）

		05816（PAS_現地展開）

		05827（EIZO大阪_訪問設置）

		05860（データプロ武薬HD）

		05881（グローリー券売機）

		05883（ｸﾎﾞﾀ環境ｻｰﾋﾞｽ　設計）

		05884（JBM(ユニット対応））

		05885（J-WITS（WISE老取））

		05917（ﾌﾙﾀｲﾑｼｽﾃﾑ(ﾃﾞﾓ)）

		05945（DIS）

		05963（テック通報業務）

		05981（尼崎市高齢者生きがい）

		05982（社協和泉（講習会））

		06058（ﾄﾞﾘｰﾑﾄﾚｲﾝｲﾝﾀｰﾈｯﾄ）

		07004（CAT-V(ｺｰﾙｾﾝﾀｰ)）

		07010（DIS(PCサポート)）

		07015（PFU東北）

		07032（レンテック）

		07055（TTK）

		07061（大塚商会）

		07062（ウチダエスコ）

		07064（ホーマック）

		07069（ミツイワ）

		07076（ﾃｯｸｿﾘｭｰｼｮﾝ仙台(FS)）

		07079（ケーズHD）

		07084（ﾋﾄ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ仙台）

		07093（JBS東北）

		07102（パシフィックネット）

		07108（Ｙｕｒｔｅｃ）

		07164（新開ﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾄｼｽﾃﾑｽﾞ）

		07168（ﾘｺｰﾃｸﾉｼｽﾃﾑｽﾞ【仙台】）

		07172（秋田ﾘｸﾙｰﾄｲﾍﾞﾝﾄ）

		07173（北杜学園(ｱﾝｹｰﾄ)）

		07191（日信IT(仙台案件FS)）

		07210（ブラザー販売支援）

		07229（NECｆ(POS設置)）

		07234（ＴＴＫテクノ(東京））

		07236（フィールズ（派遣））

		07237（ﾗｲｸｽﾀｯﾌ光事務局）

		07242（東芝IT PC展開）

		07243（ヒトコムSB光販売）

		07245（トーキン（派遣））

		07248（NECｆ_秋田(PC設定)）

		07251（NECｆ_青森(PC設定)）

		07258（ｸﾛｽｷｬｯﾄ(派遣_開発)）

		07263（ｿﾙｺ仙台(派遣_入力)）

		07273（EIZOSN(ﾓﾆﾀ交換)）

		07277（ｼﾞｪｲｺﾑ_派遣携帯ｼｮｯﾌﾟ）

		07282（北杜学園(ﾎﾟｰﾀﾙ)）

		07291（MK(東北ﾗｳﾝﾀﾞｰ)）

		07297（イマジン（東北販売））

		07307（グラウドHLD(販売)）

		07329（仙台空港SE業務）

		07335（出光クレカ（勧誘））

		07342（SBMS（オペレータ））

		07344（ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ　派遣）

		07345（三菱電機（派遣））

		07346（ｾｷｼｮｳ_店頭販売）

		07349（指定難病調査票審査）

		07351（MK（東北販売））

		07353（出光プリカ入会促進）

		07357（ダイキン（ヘルパー））

		07364（SOSC北日本(販売)）

		07365（セント（PayPay））

		07366（トンボ（販売））

		07368（日立物流(機器設置)）

		07369（日立DX機工（事務））

		07372（HISﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ_PG）

		07375（NESIC_NW設置）

		07378（新興_JR展開）

		07380（ｽﾎﾟｰﾂﾊｳｽ（販売））

		07381（日本ﾈｲｻﾝｽ_PG）

		07384（日立DX(市税封入)）

		07387（FT（調布））

		07388（ICT_FS_POS）

		07390（NECL（PC展開））

		07391（都築TS_ｽﾎﾟｯﾄ）

		07392（OFE北海道（CE派遣））

		07393（日立DX清田（封入））

		07395（トラコス仙台（㏄））

		07397（NJC_FSｽﾎﾟｯﾄ）

		07399（都築TS苫小牧_ｽﾎﾟｯﾄ）

		07400（SIG仙台市展開）

		07401（中央システム(PG派遣)）

		07402（HSFS東北（展開））

		07403（ICT_FS_JA）

		07404（鈴木工業（派遣））

		07406（DOI(PC設置設定)）

		07407（NECｆ_ファミマ展開）

		07409（日立DX(イナバ事務)）

		07411（ﾀｲﾑｽﾞSV(仙台_ﾒﾝﾃ)）

		07414（マスプロIRU）

		07415（NECF_PR回収）

		07417（OFE北海道（スタバ））

		07419（ｳﾁﾀﾞ札幌(大学生協)）

		07430（IIJ（ロイズ））

		07431（都築_小樽中学）

		07432（都築_大丸）

		07433（日信IT_北海道ﾋﾞﾙ）

		07434（都築_ｶｰﾄﾞﾘｰﾀﾞ）

		07436（都築_HOTnet）

		07437（FT（HN設定））

		07438（新興サービス(開発局)）

		07439（YL（SCM什器））

		07440（日立DX清田（検品））

		07441（セキカワ_PC展開）

		07442（仙台青葉学院(新学科)）

		07443（イマジン(タニタ販売)）

		07444（TTSS(レクチャー)）

		07445（ﾌﾞﾗｻﾞｰ(仙台_派遣)）

		07446（NECｆ_JA）

		07447（AIT(PC展開)）

		07448（ICT_FS_HW）

		07449（NDTC（PC設置））

		07450（TM東北（イベント））

		07451（職業能力開発調査）

		07452（HISYS-FS(仙台国税)）

		07453（SBS(開発建設部)）

		07454（PFU北海道）

		07455（TTK_札幌CS展開）

		07456（SODC(仙台_AS保守)）

		07457（SODC(札幌_AS保守)）

		07458（SB_オン_中銀）

		07461（NECF_新店リモート）

		07463（新興サービス_警察署）

		07467（IIJ（新和ｷｯﾃｨﾝｸﾞ））

		07469（ｻｰﾄﾞﾊﾟｰﾃｨ(ﾉｰｽﾌﾟﾗｻﾞ)）

		07470（NECF(病院)）

		07471（SBMS（ﾃﾞｰﾀ入力））

		07472（ﾘｺｰ労金）

		07473（日立DX（情シ派遣））

		07474（FT（千葉））

		07475（日立DX札幌西（倉庫））

		07478（山口ビル清掃）

		07479（SHINKO_ﾃﾞｰﾀ消去）

		08018（日信IT(竹中_SPOT)）

		08022（OS(アシスタント)）

		08030（PSC(セキスイ)）

		08031（PSC(イチネン)）

		08034（ｱｿｼｴｰｼｮﾝ関西_ダリヤ）

		08038（PSC(セキスイ_サーバ)）

		08039（PSC(セキスイ_テクノ)）

		08050（PSC(セキスイ_北海道)）

		08055（PSC(セキスイ_LL)）

		08057（ｱｿｼｴｰｼｮﾝ関西_PRJ）

		08062（三谷商事_神戸大点検）

		08066（ATS-CUBE(SSD)）

		08073（J-WITS（WISE派遣））

		08100（サンエフ_甲南HD委託）

		08103（アーテック_事務）

		08113（三谷_神戸大OSUP作業）

		08115（PSC(JTB)）

		08149（三谷商事_須磨学展開）

		08169（ATS-マツダ(PC設置)）

		08170（BACKS_ﾌﾟﾘﾝﾀ販売）

		08178（ｸﾞﾗｳﾄﾞ_INSﾍﾙﾌﾟ）

		08181（コムネット（運用））

		08191（PayPay(販促)）

		08197（東芝IT中部(法務局)）

		08201（NEC_F長岡京HD）

		08204（NDS（アパホテル））

		08206（大塚_HD_KP365）

		08215（Minori_ﾄｰﾙ2019ﾏｲｸﾞﾚ）

		08218（野村不動産(内覧会)）

		08226（J-WITS（VID/UD））

		08234（サンエフ大瓦斯）

		08235（加賀ソル_穴吹KT）

		08239（NTTMA(集計業務)）

		08244（DIS(ｵﾝｻｲﾄ)）

		08252（EIZO本社　(点検)）

		08253（NTTFT東海（空調））

		08254（ｺﾈｸﾄﾗｲﾝ_玩具ﾗｳﾝﾀﾞ）

		08255（BIO_食品ラウンダー）

		08262（三谷商事_立命館大学）

		08263（ひまわり（かけつけ））

		08270（マックス（機器説明））

		08276（JBS(ﾎﾝﾀﾞ_展開受付））

		08282（三谷商事_梅花女子大）

		08286（NDS（バッテリ交換））

		08287（J-WITS（運用支援））

		08288（加賀ｿﾙ_ｷｯﾃｨﾝ）

		08311（凸版(豊鉄マネキン)）

		08312（CSI(FTS PC展開)）

		08328（NDS（回線切替））

		08330（PSC(ｾｷｽｲﾊｲﾑBS)）

		08332（ｺﾑﾈｯﾄﾜｰｸ(ﾙｰﾀｰ)）

		08335（日立ICTBS（大阪））

		08336（東芝IT中部(基地局)）

		08338（ｱｯﾄｼｸﾞﾅﾙ(HT設置)）

		08350（NDK_PSTNマイグレ）

		08353（J-WITS（観光ﾃﾞﾊﾟｰﾄ））

		08357（ﾐﾂｲﾜ(ｼｮｸﾘｭｰ)）

		08363（J-WITS（Ｊコミ））

		08370（Dynabook_(YKK富山)）

		08384（ﾋｶﾞｼ21(名市教PCﾘﾌﾟ)）

		08386（ﾕﾆｱ_ﾄﾖﾀ(CAD)）

		08387（Minori_象印）

		08392（三谷(ZEN_PC入替））

		08394（東芝IT中部(PHS)）

		08395（J-WITS（ｶｽﾀﾏﾘﾚ））

		08396（ﾌﾞﾗｻﾞｰ(ﾌﾟﾘﾝﾀｰ販売)）

		08397（日工ﾃｸﾆｶﾙ大阪_JMU）

		08402（ミツイワ大阪社内設定）

		08407（日立(愛知PC)）

		08408（ﾈｸｽｺﾑ(商品券ｱｳﾄ)）

		08409（マスプロ（CADOP））

		08420（J-WITS（マルニ））

		08421（J-WITS（ﾒﾝﾃｯｸ））

		08422（ATS-千葉佐原(PC)）

		08428（日立(テクノPC設置)）

		08430（三谷商事_東洋大姫路）

		08431（日工ﾃｸﾆｶﾙ大阪_KIT）

		08434（HiSYSFS関西_国税）

		08435（万田_推販2019秋）

		08437（J-WITS（広島メン））

		08438（大ガス_暖房機販売）

		08439（ﾕﾆｱFS(三菱追加)）

		08440（三谷(東海TV_PC入替））

		08441（ATS-HDD交換）

		08443（LOM(オンサイト)）

		08444（ATS-ｾｺﾒﾃﾞｯｸ(PC)）

		08445（ATS-行田中央(PC)）

		08446（ATS-盛岡市立(PC)）

		08447（ミツイワ(NEXCO)）

		08448（KATCH(JBMﾃﾚﾏ)）

		08450（ｳﾁﾀﾞｴｽｺ(ｴﾎﾞﾙﾊﾞPC)）

		08453（J-WITS（2020社内））

		08457（大ガス_ｶﾞｽﾌｧﾝ_ｲﾍﾞﾝﾄ）

		08459（東芝IT中部(ライフ)）

		08460（東芝IT中部(資生堂)）

		08461（ミカサ/Chrome営業）

		08463（J-WITS（工務iPad））

		08464（日通N(JAみえきた)）

		08465（日通N(大同興業PC)）

		08466（凸版印刷（中電実証））

		08467（ｳﾁﾀﾞｴｽｺ(ｴｽﾃｯｸPC)）

		08468（ｳﾁﾀﾞｴｽｺ(全国保障)）

		08469（ｺﾑﾈｯﾄﾜｰｸ(ﾉｼﾞﾏAP)）

		08470（大塚商会_NEXCO）

		08471（TCE大阪(中古PC清掃））

		08472（ネスレ(NHS)）

		08473（YL_他_glonano買取）

		08474（NTTMA_オンサ_INS調査）

		08475（ストライカー_現地HD）

		08476（Sky大阪_ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ）

		08477（ｳﾁﾀﾞｴｽｺ大阪_警察庁）

		08478（JBS大阪_東京日動）

		08479（PSC(Ｔ‐DSol)）

		08480（日興通信(JAあいち)）

		08481（ATS-東京城東PC)）

		08482（ATS-二本松(PC)）

		08483（ATS-仙台南PC)）

		08484（SNC_現地展開）

		08485（RicohJ_VJ_KIT大阪）

		08486（ATS-松本市立（PC））

		08487（ATS-三島総合（PC））

		08488（ATS-畷生会（PC））

		08489（ATS-ほうせんか（PC））

		08490（ATS-千葉（PC））

		08491（ﾃﾞﾝｿｰ(tabｷｯﾃｨﾝｸﾞ)）

		08492（KDL_動画視聴）

		08493（ユニア/成蹊展開）

		08494（CSE(江南_PC)）

		08495（日信IT(共栄)）

		08496（日信IT(水道局)）

		08497（日信IT(マツモト)）

		08499（日信IT(東宝)）

		08500（アイネット(replace)）

		08501（JBS(KYB_PC展開））

		08503（大塚大阪_深見特許）

		08504（日通NECL(消防ﾌﾟﾘﾝﾀ)）

		08505（日信IT(設定)）

		08506（京都観光ﾃﾞﾊﾟｰﾄ_事務）

		08507（三谷(福井 ｷｯﾃｨﾝｸﾞ））

		08508（日信IT_ｳｴﾙ(PCﾘﾌﾟ）

		08509（ｳﾁﾀﾞｴｽｺ(外国人PC)）

		08511（ハイパー(ラッキング)）

		08512（PSC(大阪市役所)）

		08513（ｱｿｼｴｰｼｮﾝ関西_Mar）

		08514（PSC(大建工業)）

		08516（ユニア(豊田電話試験)）

		08518（NTTｱﾄﾞ(看板設置））

		08520（ATS-うつのみや（PC））

		08521（ATS-可児（PC））

		08522（ATS-八潮中央（PC））

		08524（ATS-諫早（PC））

		08525（ATS-筑波記念（PC））

		08526（ATS-久留米総合（PC））

		08527（ATS-松坂市民（PC））

		08528（日信IT(リプレース)）

		08530（三和CP_関西展開）

		08531（ﾃﾞﾝｿｰ(WiFiｷｯﾃｨﾝｸﾞ)）

		08532（J-WITS（総合BS））

		08533（ｳﾁﾀﾞｴｽｺ(ﾃｸﾉPC)）

		08534（MXM_ｵﾝｻｲﾄ切替）

		08535（ｱｲﾈｯﾄ_大阪市役所）

		08536（ﾕﾆｱFS(ECONET)）

		08537（NDEC_住友信託）

		08538（ｿﾚｷｱFS京都病院展開）

		08539（CSI(中部テプロ)）

		08540（ｸﾞﾗｳﾄﾞ（営業代行））

		08541（OTCOMNET_PCﾘﾌﾟ）

		08542（TTSS_大阪展開）

		08543（ﾐﾗｲﾄTEC大阪_HEMS）

		08544（凸版中部(インサイド)）

		08545（中電(ﾈｺﾘｺｵﾝｻｲﾄ)）

		08546（日信IT中部(現地KIT)）

		08547（J-WITS（TW端末設定））

		08548（JBS大阪_万代）

		08549（ﾐﾂｲﾜ(近鉄-大阪)）

		08550（万田_推販2020春）

		08554（ATS-あきしま（PC））

		08555（ATS-高崎総合（PC））

		08556（ATS-天草中央（PC））

		08557（ATS-湯布院（PC））

		08558（pana_LS（HEMS））

		08559（ICTFS関西_ハロワ）

		08565（ﾐﾄｼｽﾃﾑ(展開・設置)）

		08566（日興通信(JA三河)）

		08567（OTCOMNET_NW切替）

		08568（三谷(PC設置設置））

		08569（MCS(d店舗開拓)）

		08570（ﾊｲﾊﾟｰ(紀陽銀行)）

		08572（三谷商事_神戸芸WS）

		08573（東芝IT(ﾄﾖﾀﾗｯｷﾝｸﾞ)）

		08575（NDS(ｱﾊﾟSTB)）

		08578（NDS(ﾗﾝﾄﾞﾘｰﾎﾞｰﾄﾞ)）

		08579（NDS(ｽｰﾊﾟｰﾎﾃﾙ)）

		08580（ﾐﾂｲﾜ(ﾘﾌﾟﾚｰｽ-大阪)）

		08581（日信IT静岡(ｳｪﾙｼｱ)）

		08582（三谷商事_神戸教PC）

		08585（JBS大阪_H2O）

		08589（大学生協/撮影）

		08592（ﾊｲﾊﾟｰ(POSレジ)）

		08595（大塚商会_北大阪tec）

		09065（エスコ広島(設置設定)）

		09129（エスコ高松(設置設定)）

		09136（SOCS中国(販売応援)）

		09137（SOCS東中国(販売応援)）

		09139（SOCS広島（講師））

		09154（フルタイム（内覧会））

		09163（技術センターDB入力）

		09180（MEGAEGG(訪問設定)）

		09192（新興SVC中四国(保守)）

		09194（NJC中四国(ﾏﾂﾀﾞｵﾝｻｲﾄ)）

		09205（TTSS中国(設置設定)）

		09214（KCME広島(局内作業)）

		09221（ｱﾙﾌｧﾃｸﾉ(機器修理)）

		09222（WING(CC派遣)）

		09246（ｺﾝｾﾝﾄﾘｸｽ広島(Apple)）

		09254（大創産業(SI運用支援)）

		09259（TTSS中国(POSﾚｸﾁｬｰ)）

		09260（xerox山口(訪問設置)）

		09265（EIZO四国(設置設定)）

		09266（あんしんS(訪問設置)）

		10024（QTオンサイト）

		10035（TCS九州支店(展開)）

		10063（日信ITﾌｨｰﾙﾄﾞｻｰﾋﾞｽ）

		10066（日本事務器（展開））

		10074（OCA　九州支社）

		10084（ミツイワ　九州）

		10091（TTSS九州(展開)）

		10111（三谷商事九州(展開)）

		10126（NETCOMBB）

		10130（QTNet北九州支店）

		10170（アイ・ネット）

		10192（ｳﾁﾀﾞｼｽﾃﾑｽﾞ(展開)）

		10196（楽天カード（派遣））

		10202（SSﾏｰｹｯﾄ(PC展開)）

		10209（MBC(展開)）

		10214（東芝IT九州(展開)）

		10222（東芝IT(AC3保守)）

		10228（QTサービス保守）

		10262（ソフタス（監視））

		10278（新通（カード受付））

		10279（NECL九州(展開)）

		10281（EIZO福岡(設置設定)）

		10282（フルタイム（内覧会））

		10299（三谷商事(文教展開)）

		10305（SODC(windomate)）

		10308（田中電機工業(派遣)）

		10315（NECF大分(ヘルプ)）

		10318（東芝IT(整備局NW保守)）

		10320（QT営業推進(派遣)）

		10331（東芝IT(AC3保守)）

		10335（大塚商会（展開））

		10337（xerox長崎(kit)）

		10342（Dsas山陰(文教)）

		10343（ﾊｰﾓﾆｰﾗﾝﾄﾞ_派遣）

		10344（xerox四国(訪問設置)）

		10350（ハイパー(現地作業)）

		10354（ｲﾝﾃｯｸ大分(設置設定)）

		10355（NSIT中四国(設定)）

		10361（ｻﾝﾃﾂｸｼｽﾃﾑ(派遣)）

		10362（TCE四国(社内事務)）

		10363（NJC高松(回生病院)）

		10364（リコー(鳥取展開)）

		10367（NJC高松(展開)）

		10368（ｴﾈｺﾑ(更新促進ﾃﾚﾏ)）

		10370（SB(みまもりｹｰﾀｲ)）

		10371（ｻﾝﾈｯﾄ(PC展開)）

		10372（TTSS中国(ゆめﾋﾟ)）

		10373（TTSS中国(ｲﾝｽﾄ)）

		10374（NECF(岡山展開)）

		10375（triumph四国(展開)）

		10376（TTSS九州(POSﾚｸﾁｬｰ)）

		10377（MGC(ラウンダー)）

		10378（NECf広島(JA展開)）

		10379（Dynabook(税務展開)）

		10380（ヒトコミ(Ymobile)）

		10381（NJC高松(三愛病院)）

		10382（NECf山口(JA展開)）

		10383（NJC高松(永康病院)）

		10384（ﾘｺｰ(森林財団展開)）

		10385（QTnet(BBIQ電力)）

		10386（ダイヤ(西日本））

		10387（TTSS中国(ﾀﾞｲﾔPOS)）

		10388（ｱｲﾎﾝ中四国(内覧会)）

		10389（espool（イベント））

		10391（Ncom(ロジコム)）

		10392（Dynabook(文教展開)）

		10393（ﾘｺｰ(安芸高田文教)）

		10395（MGC(説明員)）

		10396（ホーチキ(内覧会)）

		10397（WING(福岡KIT)）

		10398（QTnet(内覧会)）

		10399（Dynabook(SPOT展開)）

		10400（ICTFS関西_高島屋）

		10401（NCRサービス(ｷｯﾃｨﾝｸﾞ)）

		10402（ﾒﾃﾞｨｺﾈ(ﾃﾞｰﾀ消去)）

		10403（NECf広島(市税展開)）

		10404（新興SVC(中四国展開)）

		10405（OLM_ﾄｩﾙｰｽﾘｰﾊﾟｰ販売）

		10406（SGS(オンサイト)）

		12043（日清ペットフード）

		12056（ｳﾁﾀﾞｴｽｺ_札幌営業所）

		12060（リコージャパン）

		12070（ｱｿｼｴｰｼｮﾝ(札幌 M)）

		12074（TTSS(POS設置)）

		12079（北海道日興通信）

		12083（新開ＴＰＳ札幌営業所）

		12084（新興サービス　札幌）

		12091（日立物流ダイレックス）

		12096（日信IT札幌SS）

		12099（JBサービス　札幌）

		12117（EIZOSN(ﾓﾆﾀ交換)）

		12118（PSN北海道社 設置設定）

		12119（ｻｰﾄﾞﾊﾟｰﾃｨ(札幌FS)）

		12122（フォンテーン【CATV】）

		12123（NDS(PC設定)）

		12132（KTS(PC展開)）

		12137（KOS（PC設定））

		12144（東芝IT(北海道PC設定)）

		12149（NECｆ_札幌(PC設定)）

		12151（日立DX清田（派遣））

		12154（札幌ﾈｸｼｽ(SE_派遣)）

		12166（PG）

		12168（アルファネット(設定)）

		12174（プラザ(SB販促)）

		12177（ネットワールド(監視)）

		12185（HOM（PC設定））

		12188（新栄通信700Mhz）

		12190（NC【apple】）

		12191（日立DX清田（倉庫））

		12195（新栄700施工用）

		12199（OFE北海道（設定））

		12203（IIJ（保証協会））

		12208（NTTﾈｸｼｱ(ﾃｸｻﾎﾟ)）

		12210（日立モエレ（梱包））

		12211（ササキ輸送(FSｽﾎﾟｯﾄ)）

		12212（ｵﾑﾛﾝFE(ﾃﾞｰﾀ入力)）

		12213（NECF 札幌事務派遣）

		12218（ISFネット（派遣））

		16001（ｳﾁﾀﾞｴｽｺ(月末締め)）

		16017（PSC）

		16065（ＮＯＳ）

		16074（ハイパー）

		16080（日本サード・パーティ）

		16088（大興電子）

		16100（大塚商会）

		16104（ミツイワ）

		16112（JBｻｰﾋﾞｽ_旧JBTS月末締）

		16128（NSK）

		16169（インターピア）

		16173（MSS）

		16215（パシフィックネット）

		16247（NOC）

		16298（PSC（派遣））

		16299（日立ｼｽﾃﾑｽﾞ(翌々月)）

		16309（TG情報）

		16312（ｲﾝﾌｫｾﾝｽ（派遣））

		16315（日立KE（派遣））

		16318（パルソネット（派遣））

		16341（PSC（常駐_設計））

		16356（ウチダエスコ（派遣））

		16361（NECF(川崎派遣））

		16375（NECF_ドリコム社_常駐）

		16386（CEC（派遣））

		16387（MXM　常駐KTG）

		16392（日信IT 常駐_事務派遣）

		16393（NECF_派遣）

		16395（ES（HD常駐））

		16398（NECF 大宮事務派遣）

		16399（NECF 幕張事務派遣）

		16402（PSC）

		16405（JLR(ヘルプデスク））

		16407（新開TS（東京派遣））

		16408（EIZOSN_派遣）

		16409（PSC（戸田KTG））

		16412（CECCS（派遣_品川））

		16413（NECF_保守サPTN）

		16414（NECF_保守サ事業戦略）

		16415（NDEC_事務兼ｻﾎﾟｰﾄ）

		16416（富士通_ﾃﾞｰﾀｾﾝﾀ事務）

		16418（東芝IT（東京サ）CE）

		16419（ＩＣＴＦＳ（設定））

		16421（WT（展開統制））

		16422（ミライト（工事統制））

		16423（ﾜﾝﾀﾞｰﾃｸﾉｽ大崎KTG）

		16424（FSAS_厚労省統制）

		16425（NECF(流山派遣））

		16426（NECF(三宿PM補佐)）

		16427（トヨテック（派遣））

		16428（都築ﾃｸﾉ(PNET派遣)）

		16431（富士通（サポート））

		16433（ITFS_Pnet新宿）

		16434（トヨテック（事務））

		16435（新開TS（流通C））

		16436（SCSK(品川)）

		16437（富士通DCS（横浜））

		16438（ＦＩＰ（サポート））

		16439（EIZOSN_事務）

		16440（SBR（Whiz受付派遣））

		16441（トヨテック(人事異動)）

		17051（ソースネクスト）

		17093（DELL）

		17124（ｱｲﾛﾎﾞｯﾄ(ルンバ販売)）

		17136（プラス（販売））

		17173（PCデポ）

		17189（ゼウス）

		17257（FNJ）

		17266（ゼウス）

		17297（美商）

		17301（ｼﾈｯｸｽｲﾝﾌｫﾃｯｸ(ﾗｳﾝﾀﾞｰ)）

		17305（リザーブキーパー）

		17316（アソシ（ダリヤ推販））

		17320（アソシ（試飲試食））

		17337（U-NEXT(会員獲得)）

		17338（ネスレ（陳列））

		17349（凸版(そごう・西武)）

		17352（タカラトミー実演販売）

		17369（DELL(ﾗｳﾝﾀﾞｰ)）

		17373（DELL(内勤)）

		17384（凸版（とりせん））

		17387（エコバックス(販売)）

		17396（SB_C&S(Robot)）

		17401（寺岡（操作説明））

		17402（UberJapan（Sales））

		17408（凸版（単発イベント））

		17413（YLG（Bタバコ品管））

		17414（凸版（日産EV））

		17416（凸版(BAT)）

		17426（ネスレ(ﾍﾟｯﾄﾌｰﾄﾞ)）

		17427（MG(ｼｮﾋﾟﾓﾗｳﾝﾀﾞｰ)）

		17428（凸版（彫刻））

		17431（Uber(GLH)）

		17434（Uber(監視員)）

		17444（PayPay(販促)）

		17445（Uber(Recruiting)）

		17449（MEDIK）

		17450（システック（開発））

		17451（凸版(事務局)）

		17453（Uber(GLH派遣)）

		17454（TFR（新電力説明））

		17455（明治（推奨販売））

		17456（シブタニ（内覧会））

		17457（Uber(Eats_OB））

		17458（Uber(Rides_Sales)）

		17460（Uber(Rides_MA））

		17463（フマキラー(実演)）

		17468（OLM_M_営業）

		17470（凸版_Optune）

		17471（SB_レク_Whiz）

		17472（KSK_M_セミナー1909）

		17473（OLM_ﾄｩﾙｰｽﾘｰﾊﾟｰ販売）

		17475（店舗成長支援サービス）

		17476（SB_協業_Whiz）

		17477（日本電力(内覧会)）

		17479（ジョブオプ(訪販)）

		17480（YLG（B営業））

		17481（羽田未来総研（M））

		17482（SBC&S(Deecorp_Whiz)）

		19000（FSG直販_201）

		19030（ｿﾆｰﾏｰｹ(訪問設置)）

		19044（BIGLOBE）

		19074（NECダイレクト）

		19078（ソレキア）

		19098（SBMグルメソリューシ）

		19110（イージェーワークス（）

		19112（日本事務器（20日締））

		19117（NTTコムチェオ）

		19137（NESIC）

		19150（FrontierFactory）

		19165（ダイアナ）

		19166（日立ICT－BS）

		19194（ウチダエスコ）

		19197（イージェーワークス(）

		19200（ビジョン）

		19216（オーティ・コムネット）

		19225（システナ）

		19228（エブリ(保守)）

		19229（NCR）

		19230（サイオステクノロジー）

		19234（レスキューミー）

		19235（ARC）

		19238（大興テクノサービス）

		19239（ソレキア）

		19251（ソフトバンクテレコム）

		19260（グローリー）

		19264（東洋通信工業（FS））

		19280（日立KEsys(brain)）

		19281（Hi-Bit（AOSｵﾝｻｲﾄ））

		19283（ユビレジ（訪問設置））

		19284（ｺﾑｼｽﾈｯﾄ（ﾙｰﾀｰ設置））

		19299（NESIC(ルータ設置)）

		19300（富士通マーケ(POS)）

		19305（東芝テック（展開））

		19307（大塚商会(オンサイト)）

		19323（Wiz）

		19326（日本リビング保証）

		19328（ﾒﾃﾞｨｵﾃｯｸ(ﾐｴﾋﾟｶ)）

		19330（NESIC(東罐））

		19332（NEC（劇場案件））

		19337（NECF_POS展開）

		19339（キャリア（訪問設置））

		19340（東芝IT（FSG展開））

		19352（EIZOSN_東京_訪問設置）

		19353（WT（FSG））

		19355（ｱｸｾﾙ(訪問設置)）

		19358（NDEC(月末締20日払)）

		19365（SB(FSG_汎用ｵﾝｻｲﾄ)）

		19367（クラランス(FS)）

		19370（コプロシステム(FS)）

		19373（NEXS_FSG）

		19384（MXM（FSG））

		19389（大塚LA事業部（FS)）

		19394（ﾋﾞｯｸﾞﾛｰﾌﾞ(docomo光)）

		19409（ﾌﾗｲﾄｼｽﾃﾑ_FSG）

		19424（日立物流南関東）

		19436（ｿﾌﾄｸﾘｴｲﾄ(設定)）

		19449（TPG_ガラホ3000台）

		19453（SBR(Pepperｵﾝｻｲﾄ)）

		19456（SBF（現地設定））

		19457（ｼｽﾃｯｸ（オンサイト））

		19459（iFLAG（オンサイト））

		19464（YL（FM什器））

		19465（SB(TEMS)）

		19469（KMO（営業派遣））

		19470（東芝IT(青海)2）

		19473（日本調剤（ﾙｰﾀ入替））

		19477（MXM_Kit_SFC）

		19479（大塚商会（202））

		19486（SB(TUNO)）

		19492（NECL（しまむら展開））

		19494（EPARK_Kit_保守）

		19498（SB_Kit_FE保守）

		19499（新興（OG））

		19501（OTC(共立_ホテルKTG））

		19510（プリンス（富士ソフト）

		19512（日工テク(ルータ)）

		19515（加賀SOL（202））

		19518（コムシスネット202）

		19520（SB(TUNOライトプラン)）

		19522（SB_POLApjt(物販)）

		19529（ES）

		19532（SC(オンサイト)）

		19533（オートバックス）

		19535（OTC共立メンテ寮KTG）

		19538（ﾐﾗｲﾄX(TSUTAYA案件)）

		19547（DiDi_Kit_保守新規）

		19548（Nt_オンサ_PAYカメラ）

		19555（SB_POLA_TAB初期KTG）

		19556（SB_POLA_TAB保守）

		19559（ミライトTEC_蓄電池）

		19560（MB(PC現地設定作業)）

		19565（NECF_ﾌｧﾐﾏSAT端末入替）

		19568（OTC(共立Win10移行)）

		19574（日工テク(FG)）

		19575（ｺﾑｼｽﾈｯﾄ(STB_AN)）

		19576（NECF_ニトリ）

		19577（ダイナテック）

		19579（東芝IT_LTE-GW交換）

		19582（SB_OST_POLA無線AP）

		19584（SB_オンサ_大江戸）

		19586（SB_OST_アイセイ）

		19588（RJ_千葉敬愛大学導入）

		19590（RJ_芝山町導入KIT）

		19591（FJM_KITスリーボンド）

		19594（ﾅｶﾖ電子_PC展開）

		19598（オーキッドPC設定）

		19599（凸版_FS_日産_DITOS）

		19602（日工テク(アイセイ)）

		19603（日工テク(RIO)）

		19604（サダマツ(現地設置)）

		19610（ｼﾞｬﾊﾟﾈｯﾄ(YMｵﾝｻｲﾄ)）

		19611（ｳﾁﾀﾞｴｽｺ_ｳｴﾙｼｱPC展開）

		19613（RJ千葉興産PCKIT2019）

		19615（凸版_倉庫(BAT)）

		19616（日工テク(アイン)）

		19618（日本通運（神奈川東））

		19619（RJ群馬_澤藤電機PCKIT）

		19620（RJ千葉_ﾏﾌﾞﾁ_KIT）

		19621（RJ_千葉中央ﾒﾃﾞｨｶﾙKIT）

		19622（バディ(ADSL交換)）

		19623（オザックス（PC設定））

		19624（デジタル通信_FG）

		19626（新開TS(富士通)）

		19628（NOC(PC設置設定)）

		19630（NECF_ドトール）

		19631（NDS(東京FS)）

		19632（凸版（代行））

		19633（SB(いすゞ現地作業)）

		19634（IST_FS_JE様向け_2001）

		19635（RJ_上里東町2020）

		19636（Ingenico（IKEA））

		19637（OTC(共立ﾒﾝﾃ寮ﾙｰﾀKTG)）

		19638（凸版_墨田区_受動喫煙）

		19639（EPARKｽｲｰﾂ）

		19640（中電(ﾈｺﾘｺｷｯﾃｨﾝｸﾞ)）

		19641（RJ千葉_九十九里KIT）

		19642（RJ吉見町20PC導入支援）

		19645（エアウィーヴ（FS））

		19649（RJ川越高校PC導入支援）

		19651（日本調剤（軽作業））

		19653（日本事務器_劇場引継）

		19655（PSC(NTTｷｯﾃｨﾝｸﾞ)）

		31009（モデンナ（レンタルサ）

		31034（AC保守）

		31043（NTTCOM（開発））

		32300（5KS_HACCP（HW））

		33003（㈱大塚商会 商品部）

		33018（㈱大塚商会 T-αｽﾏｲﾙ）

		33020（大塚商会　ﾃｸﾆｶﾙｻﾎﾟｰ）

		33044（大塚商会 ﾀﾞｲﾚｸﾄ販売）

		33046（㈱大塚商会　ｱﾙﾌｧﾒｰﾙ）

		33055（ｻﾝﾜｻﾌﾟﾗｲ）

		33066（ｳﾁﾀﾞｴｽｺ）

		33070（ダイアナ）

		33092（富士ｾﾞﾛｯｸｽ(TC派遣)）

		33138（大明）

		33147（富士通ｺﾑMS）

		33156（日本光電）

		33184（日立システムズ）

		33228（ﾘｵ）

		33230（ｴﾇﾃﾞｯｸ）

		33234（トレンドマイクロ）

		33260（サイオステクノロジー）

		33268（プロネクサス）

		33291（日経リサーチ）

		33321（ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀ_ｶｳﾝﾀ確認）

		33330（ＯＣＡ【ＳＭＢＣ】）

		33339（アイエスティー）

		33344（ジャスト・プラン）

		33350（オズタック）

		33400（TCP）

		33407（システナ）

		33426（UCOM）

		33433（大塚LA事業部(CCS)）

		33439（東芝情報機器）

		33472（つなぐﾈｯﾄｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ）

		33481（アイ・イーグループ）

		33488（セディナ）

		33491（ﾚｲｺｯﾌﾟ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ(CCS)）

		33496（ｴﾌ･ﾈｯﾄ深川ﾃｸﾆｶﾙｾﾝﾀｰ）

		33503（NTTPCｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ）

		33510（ユビレジ）

		33514（ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀ東扇島）

		33518（富士ソフト）

		33519（大塚商会T-αｽﾏｲﾙ委託）

		33523（NTTPC派遣（CCS））

		33525（ｼﾈｯｸｽ(修理委託業務)）

		33527（ｼﾈｯｸｽ(受付委託業務)）

		33538（PSC（MDMｺｰﾙｾﾝﾀｰ））

		33542（ムビチケ）

		33547（αネットNOS）

		33550（ｾｰﾙｽﾊﾟｰﾄﾅｰ(CS)）

		33557（ｳﾁﾀﾞｽﾍﾟｸﾄﾗﾑ(solr）

		33561（CSKｻｰﾋﾞｽｳｪｱ(CCS業務)）

		33562（SIOS（speedoc派遣））

		33573（フロンティアＦ（CC））

		33594（環境ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ（ﾘﾓｰﾄ））

		33595（SBﾃﾚｺﾑ（電話ｻﾎﾟｰﾄ））

		33604（MXﾓﾊﾞｲﾘﾝｸﾞ(CC作業有)）

		33608（大塚商会(統合受付1)）

		33613（ｵﾌﾟﾃｨﾑ(ﾚﾍﾞﾆｭｰｼｪｱ)）

		33614（大塚商会管理センター）

		33643（FNJ（事務））

		33658（安心ダイヤル）

		33663（JEP(派遣)）

		33675（テックス（回線））

		33676（ハッソー（ISP））

		33677（ﾌｭｰﾁｬｰﾋﾞﾙﾃｯｸ(ISP)）

		33678（共立_名古屋（回線））

		33679（共立_札幌(ISP・回線)）

		33681（共立_ﾄﾞｰﾐｰ広島(回線)）

		33682（共立_関西(ISP・回線)）

		33684（共立_ｳｪﾙﾈｽ(ISP)）

		33686（ｵｰﾃｨｺﾑﾈｯﾄ(回線)）

		33687（共立_事務企画（ISP））

		33697（ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀ(ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ)）

		33701（ｱﾙﾄﾌﾟﾗﾝ(回線_ｻｰﾊﾞｰ)）

		33704（ﾒﾝﾊﾞｰｽﾞ(ITD-CCS)）

		33714（MHI（CCS））

		33717（ビジョン(テクサポ)）

		33719（大塚商会(ｱｲ･ｴﾑ･ｴｽ)）

		33723（IEG(検針OUT)）

		33726（SB(ｺｰﾌﾟ共済ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ)）

		33732（IEG(中古））

		33738（TIFF窓口）

		33740（IEG(ｼｺﾞﾄのﾐｶﾀ2)）

		33751（FSC（サポート窓口））

		33753（大塚商会（NOS））

		33755（学生会館ブリックス）

		33756（昭和有機（テクサポ））

		33757（ＭＳＬ(CC)）

		33758（OCA金融3進捗管理）

		33759（ＯＣＡ官公監視）

		33770（BB4Uヘルプデスク）

		33772（東邦(横浜CAD)）

		33773（大塚商会システム受付）

		33774（大塚お客様ﾏｲﾍﾟｰｼﾞ）

		33779（FNJ（残宅））

		33780（JG(CCS)）

		33783（バンザイ（入力））

		33785（ソフトバンク(JT案件)）

		33791（SBﾓﾊﾞｲﾙｷｯﾃｨﾝｸﾞ）

		33793（SB（ダイムラ））

		33797（SSS（受注））

		33798（CCS(SB：AeonCredit)）

		33802（CCS(MXM:長谷工案件)）

		33807（ギガプライズ）

		33811（P1事業部業務改善PJT）

		33812（ABEJA（ｱﾉﾃｰｼｮﾝ））

		33819（大塚統合夜間）

		33825（PP(不動産CCS)）

		33827（KEI(日大)）

		33829（マイケア(受注)）

		33830（SB:日本アクセス）

		33833（OLM(CCS)）

		33842（モダン(執筆・校正)）

		33853（FNETS（横浜派遣））

		33855（FNETS-SP派遣）

		33860（栗田工業　SE派遣）

		33861（NOS_派遣）

		33862（JBサービス（修理））

		33866（ATS社内SE）

		33868（日立KE(営業事務)）

		33869（サポートセンター派遣）

		33871（日立物流南（秦野））

		33873（日立物流（勝島））

		33874（KE(営業事務)＠宮村様）

		33875（HW_MCSY派遣WIN10）

		33876（MUS-BS(派遣)）

		33877（三井倉庫ロジ(本社)）

		33878（ｳﾁﾀﾞｴｽｺ_学校PC展開）

		33879（大塚(城西)JREM）

		33880（ソレキアPNET新宿）

		33881（ウチダエスコ_展開）

		33882（JBS（キッティング））

		33883（ｳﾁﾀﾞｴｽｺ_CE(岡田様)）

		33884（KE_SEサポート）

		33885（MIPD_SS_派遣1906～）

		33886（MXﾓﾊﾞｲﾘﾝｸﾞ(短期KTG)）

		33888（ｿﾚｷｱ大森機械工業PC）

		33889（ﾋﾟｱﾚｽ_派遣）

		33890（ﾌﾗｲﾄｼｽﾃﾑｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ）

		35002（登戸学寮(ISP･回線)）

		35026（ｲﾝﾎﾞｲｽ(ｺｰﾙｾﾝﾀｰ)）

		35028（ｵｰﾃｨｺﾑ(ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ)）

		35036（ﾙｰﾈｯﾄ(ﾊﾞｲﾘﾝｶﾞﾙ)）

		35070（ﾄﾞｰﾐｰｲﾝ八丁堀_ﾍﾙﾌﾟ）

		35151（FNJ（バイリンガル））

		35160（ｾﾝﾄﾗﾙﾚｼﾞﾃﾞﾝｽﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ）

		35169（ﾄﾞｯﾄｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ_保守）

		35212（加賀電子(ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ)）

		35214（ベンディアム（ヘルプ）

		35244（杉並女子(ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ)）

		35248（BMT（ヘルプデスク））

		35251（UCOM（メール））

		35258（ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸﾃﾚｺﾑ（ｷｯﾃｲﾝｸﾞ）

		35284（自社-ABC開発）

		35286（自社-予定案件管理）

		35341（SBR-Pepper(DEV)）

		35372（RJ_特別支援）

		36004（富士通FIP）

		36029（オレンジワン）

		36033（国際教育交換協議会）

		36054（EPARKCC）

		36057（TS（CCS)）

		36058（富士通ユニボ（CCS））

		36060（SB_SMTBpjt）

		36064（MXM_HD_SFC）

		36075（ルアン（CCS））

		36076（ビッグビート（入力））

		36077（SB_HD_ハロワ）

		36078（ｵﾘｴﾝﾀﾙ_書籍データ化）

		36079（MXM_KTG_SFC保守）

		36080（SB_KTG_住友信託保守）

		36083（SBC&S（IoT））

		36084（ITコムHP（OSGr)）

		36085（CAC（R社PCサポート））

		36088（freee_US_確申）

		36089（アダムス(CMP派遣)）

		36090（TS_エアロ(CCS)）

		36091（ｼｰｴｰｼｰ(横浜派遣)）

		36092（VTVジャパン（CC））

		36094（京福堂（新規受付））

		36095（ふるさと和漢堂（IB））

		36096（SUNCOM中国(700MHz)）

		36097（富士ゼロックス派遣）

		36099（カジタク(IC)）

		36101（MSJ（新規受付））

		36102（ぎょうせい（入力））

		36103（佳秀受注窓口（CCS））

		36105（栄興レントオール）

		36107（エアウィーヴHD）

		36109（TS_EK-TOP’s）

		36110（CCS（SBCSCPY））

		36113（NDP（データ整理））

		36116（SSCT運営支援）

		36117（全国土木(入力)）

		36118（MRH_ヘルプデスク）

		36119（NECF_入力URﾏﾆｭｱﾙ作成）

		36120（カイゲン(新規受注)）

		36122（SBﾘｿﾞｰﾄﾄﾗｽﾄ_運用窓口）

		36124（大塚：阪和興業）

		36125（凸版_テレマ_BAT）

		36126（新日本CSインバウンド）

		36127（ｼｰｴｰｼｰ(銀座)）

		36128（STV受注窓口）

		36129（ｱｲｵｲ･ｼｽﾃﾑ（入力））

		36130（クロレラサプライ通販）

		36131（IMI（延長保証窓口））

		36133（富士フィルム通販）

		36134（大塚（問合せ監視））

		36135（Clotho（新規受付））

		36136（大塚商会(BCP)）

		36137（SBC&S（AD））

		36138（HRC(新規受注)）

		36139（OS(LLHD)）

		36140（大塚(仕入Saas)）

		36141（日本通運CCS_神奈川東）

		36142（凸版_入力(BAT)）

		36143（大塚商会WEB移行相）

		36144（ﾍﾞﾈﾌｨｯﾄ_PCｻﾎﾟｰﾄ窓口）

		36145（NTTBAテンダ）

		36147（ｼｰｴｰｼｰ(有楽町)）

		36148（HW（アドミ））

		36149（GW代表受付窓口）

		36150（FCMK（新座市給報））

		36151（中電(ﾈｺﾘｺCC)）

		36152（大塚Web移行アウト）

		36153（WIS（SBC&SOB））

		36155（VBC_non-voice）

		36156（WELLCOMYNG(営業支援)）

		36157（NTTBA東テンダ）

		36158（MXM(東電工_CS)）

		36159（アルテリアメール）

		36160（PUC(水道局ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ)）

		36163（大塚（クラウド案内））

		39053（RM!個人様振込用コー）

		39058（NTTロジスコ）

		45052（日本コムシス（保守））

		45095（FNJ（工事））

		45102（大明株式会社）

		45148（協和エクシオ）

		45153（SBM（保守））

		45161（ｵｰﾃｨｺﾑﾈｯﾄ(工事)）

		45170（開発電子技術）

		45180（グッドライフ（保守））

		45183（Ergotron(工事））

		45203（コスモシステム）

		45231（大塚商会（工事））

		45243（SB）

		45266（FNETS(工事））

		45272（アルファネット(工事)）

		45280（【ｴｸｼｵﾓﾊﾞｲﾙ】3.5G）

		46004（富士通ゼネラル修理）

		46018（ACアンカー工事）

		46030（TPA（LED工事））

		46037（KCCS基地局）

		46039（FNJ　無線AP変更）

		46056（OTC（回線改善））

		46059（大塚（日信防災工事））

		46060（TPA（ﾊﾞﾀﾌﾗｲH大森南））

		46063（監理ｼｽﾃﾑ設置(ｲｵﾝ)）

		46067（あやめ通信（700MHz））

		46068（ＫＦＣＴ（au））

		46070（dnet設備改善）

		46071（レイクロ（IoT工事））

		46072（rk（工事＿大阪））

		46073（大塚商会（はせがわ））

		46075（s.s.p(700MHz)）

		46076（ミライト）

		47001（イッツ・コミュニケー）

		47003（千葉ﾆｭｰﾀｳﾝｾﾝﾀｰ）

		47004（財)研究学園都市コミ）

		47005（NTTPCｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ）

		47007（ｱﾄｽ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ）

		55002（ウインテック）

		58008（CSM（入力））

		58022（日本リビング（入力））

		58044（三浦印刷(データ入力)）

		58057（京都大学(データ入力)）

		58067（シャノン（入力））

		58072（I&D（入力））

		58086（日本トータル（JTKW））

		58089（日本リビング（太陽））

		58095（クレオ(データ入力)）

		58106（八光社(中古車_入力)）

		58120（KSK(目黒区給報)）

		58122（KSK（足立区給報））

		58123（KSK(西東京市給報)）

		58124（KSK(上尾市給報)）

		58126（KSK(名簿)）

		58136（SB（エコ配_入力））

		59002（ｱﾝｶｰ　3年保守）

		59011（MXﾓﾊﾞｲﾘﾝｸﾞ(CCS)）

		59013（Hi-Bit（Toppa!））

		59015（ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾗﾝ(CCS)）

		61001（C&S_OPｾﾝﾀｰ(営業事務)）

		61004（SB北九州(ﾃﾞｰﾀ入力)）

		61008（第一興商(ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ)）

		61009（東京海上日動）

		61012（光卸Tech（ﾃｸﾆｶﾙ））

		61014（なんでもｻﾎﾟｰﾄ(ﾃｸﾆｶﾙ)）

		61015（NTT小倉_光SC）

		61016（ソフトバンク（光卸））

		61029（DK(音声検閲データ)）

		61039（SB C&S(問合せ受付)）

		61042（SBC&S汐留業務支援）

		61043（JBS（C&S情シス））

		61044（SBMS(卸解約受電)）

		61046（SB C&S（P1派遣））

		61047（SB（卸解約受電））

		61049（HRC(新規受注)）

		61050（SBC&S(OUT_メアド)）

		61051（アスタリール（新規））

		68002（SBC(通信再委託)）

		68003（SBC(ｽﾏﾎ評価業務)）

		68006（NTT西(ﾃﾚﾏ業務委託)）

		68010（ｱｸﾄ関西(BCC_高殿)）

		68011（ｱｸﾄ関西(神戸BRC)）

		68012（ｱｸﾄ関西(光SC_堂島)）

		68013（ｱｸﾄ関西(FSC豊崎ｾﾝﾀｰ)）

		68017（ｱｸﾄ九州(熊本九品寺)）

		68020（ﾌｰﾄﾞﾘｴ(お客様ｾﾝﾀｰ)）

		68028（ﾐﾙ総本社(受付業務)）

		68033（ｴｲﾎﾞﾝ(ｽﾊﾟｰﾘﾝｸﾞｺｰﾙ)）

		68037（万田(ﾌﾟﾗｽ温_新規)）

		68038（万田(ﾌﾟﾗｽ温_過去)）

		68044（ﾐﾙ(定期継続_熊本)）

		68072（ゲンナイ（イン））

		68083（Ｎ西（リテンション））

		68084（MA（ＱＡ診断））

		68098（日清Ｆ（CRMテレマ））

		68099（マイケア（OB））

		68104（しまのや（アウト））

		68107（アクト関西（高津））

		68110（新日本（テレマ））

		68111（ｺﾝｼｪﾙｼﾞｭ（テレマ））

		68115（ｱｸﾄ関西（全戸一括））

		68119（N西光コラボ（常駐））

		68126（アトラ(株)派遣）

		68152（OLM(OB)）

		68158（アイコン（営業派遣））

		68161（NTT（PSTNﾏｲｸﾞﾚ））

		68168（NCL（アポテレマ））

		68169（JIMOS（アウト））

		68170（ｱｸﾄ(Cｻﾎﾟ））

		68173（ミイダス（OB業務））

		68180（大塚商会（派遣））

		68182（ｱｸﾄ(年金)）

		68183（山田養蜂場(アウト)）

		68188（ｱｸﾄ（ご愛顧））

		68189（ｱｸﾄ(ICT案件））

		68193（NTT(三重)）

		68197（NTT(ご愛顧)）

		68198（3PRO（ｴﾈｺﾑ））

		68199（N西（ﾋﾞﾘﾝｸﾞ））

		68200（N西(公衆電話)）

		68201（TP（光ギガ））

		68204（TP（DMJイン））

		68209（N＆P(受電業務)）

		68213（N西(残予算獲得））

		68214（NECF（アポ獲得））

		68215（CAC(受注受付・入力)）

		68218（京福堂（アウト））

		68219（アデコ（Cサポ派遣））

		68220（グラウド（営業支援））

		68221（レオコネ（epark））

		32001（マーズ）

		32005（ｼﾞﾔﾄｺｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ）

		32008（TIS）

		32021（シーイーシー）

		32026（メトロ）

		32027（TSC）

		32028（ＢＳＣ）

		32034（Ｆｓａｓ）

		32036（SST）

		32040（日産）

		32043（TOKAIコム）

		32045（Sky）

		32054（ＮＴＴコムテクノロジ）

		32066（TOKAIコム）

		32071（メトロ）

		32097（マーズ）

		32100（YEC(インフラ運用)）

		32122（HISYS(ﾈｯﾄﾜｰｸ設計)）

		32169（ﾕﾆｲﾝﾌｫｰﾒｰｼｮﾝ）

		32190（クレスコ（開発））

		32197（FEAST）

		32199（デイシス）

		32207（産機工事件名システム）

		32210（TOKAIコム（監視））

		32211（ドゥシステム）

		32220（NDS.TS（テスト））

		32227（TIS(ｿﾌﾄｳｪｱ開発)）

		32230（アマダエンジ①）

		32231（アマダエンジ②）

		32232（アマダエンジ③）

		32233（アマダエンジ④）

		32238（NTTコムオンサイト）

		32243（日本ｼｽﾃﾑ技術(TC派遣)）

		32245（パトロールチェック）

		32248（AISOL(受託開発)）

		32249（北杜学園(ｼｽﾃﾑ開発)）

		32251（オリエンタル白石運用）

		32253（ﾌﾞﾙｰｵｰｼｬﾝ(開発)）

		32255（東芝（機械設計））

		32256（小田原機器(開発)）

		32258（ﾀﾞｲﾚｸﾄﾜﾝ（運用））

		32261（小田原機器_開発_請負）

		32268（日立ｼｽﾃﾑｽﾞ(PC導入)）

		32269（エスコ(営業ツール））

		32271（ｳﾁﾀﾞｴｽｺ_保守_静岡）

		32278（ATS-ヘルプデスク）

		32281（OSS-スマーレ）

		32282（三菱 導入･開発･運営）

		32283（ＡＴＳ WebSSO）

		32284（ＡＴＳ(東京ｼｽﾃﾑ運用)）

		32287（東江ﾃｸﾆｶ_Join-Repo）

		32288（貝電（Join-Repo)）

		32289（mamasanワーカー）

		32291（MCSY-SAP）

		32292（DELLEMC-データ入力）

		32293（ProV-アプリ評価）

		32294（MCSY-個別PCKit）

		32295（MCSY-Java）

		32297（MCSY-標準PC）

		32298（千代田システム-楽々）

		32299（DELLEMC-サーバ）

		32301（CECサーバ）

		32303（日本デジコム（開発））

		32304（ATS-社内システム開発）

		32305（ハウスドゥ楽々東京）

		32306（MCSY-RPA）

		45018（APC）

		45282（CTCS（HPOO導入））

		45287（CTCS-NW設計/構築）

		51014（外務省）

		51019（TPG（SI））

		52005（産機ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ(SOLB)）

		52007（CTCS-システムテスト）

		52009（大塚（WEB-CTS））

		52012（Sky(業務系開発-東京)）

		52015（TPG-eラーニング）

		52016（オリエンタル白石）

		52021（日本システム技術-SAS）

		52026（日本システム技術-SAS）

		60001（産機システムズ販売系）

		60002（産機システムズ基盤系）

		60033（スリープロ(SODC)）

		69002（ＯＳＫ設計）

		69003（ＯＳＫ品管）

		69005（ＯＳＫ開発受託）

		69006（ＯＳＫ決済）

		69008（ＯＰＣ保守運用）

		69009（綾羽（開発･支援））

		69010（ＤＡＣＳＯＰ）

		69011（ＤＡＣＳ平常）

		69012（イシダ（開発））

		69016（ＡＴＳ(大阪ｼｽﾃﾑ運用)）

		69018（ＯＳＳシステム開発）

		69019（小田原機器(コンサル)）

		69020（スリープロ（ＰＣ））

		69021（スリープロ（ＪＲ西））

		69023（ＣＴＣＳ（運用設計））

		69033（木村工機(開発支援)）

		69035（NTTCSOL（SM業務））

		69036（ＡＴＳ(大阪ｴﾝﾄﾞﾕｰｻﾞ)）

		69037（ＡＴＳ(大阪外販SE)）

		69038（ＮＴＴk(ＲＰＡ)）

		69047（FTIシステム開発）

		69051（DIS（派遣））

		69057（イシダ（解析・修正））

		69067（YISSシステム開発）

		69068（ＯＳＳ品管）

		69072（OSKエア定STMWEB4,5）

		69073（OSKJREMEX10CT10/19）

		69086（KBI_WF開発支援）

		69087（富士通大津市（派遣））

		69097（OSKJREM EXW10 19施策）

		69107（MISシステム開発）

		69108（OSSJREM立会①②）

		69109（OSS小田急立会）

		69112（OSKまもレール）

		69113（OSK都交ﾒﾄﾛ共通ｸﾞｰﾊﾟｽ）

		69116（SB C&S（RPA準委任））

		69117（OSSﾋﾞﾙﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ・帳票）

		69118（OSKJREMEX20step1）

		69119（OSK小田急19施策）

		69120（頌徳会WF保守）

		69121（OSS東急MM立会）

		69122（OSKJR西70STM検証）

		69123（OSKEV20レアカード）

		69124（OSKｸﾞｰﾊﾟｽｸﾗｳﾄﾞ化）

		69130（OSK新駅3所EV20）

		69131（OSK小田急券売機19.共）

		69133（OSK東メトロ駅都度DB）

		1824034（中西製作所様CC構築）

		1824043（リアルワン様向け次期）

		1831022（DAクラウド開発）

		1910020（全労済全体コード2019）

		1910065（大塚商会　契約系マイ）

		1910066（大塚商会　配送Cマイ）

		1910068（ＳＯＫ次期警備画像Ａ）

		1910069（社内ワークフロー（W）

		1910070（全労済開発（目標実績）

		1910071（全労済職域システムT）

		1910073（消防試験研究センター）

		1910074（サーバOSバージ）

		1922002（そごう管理2019）

		1922014（そごう・西武様POS）

		1924021（りそなｶｰﾄ履歴保守）

		1924047（コープ九州様CC構築）

		1924048（大阪LCセンター様向）

		1924052（ファーストカム様向け）

		1924053（ダイヤルサービス様向）

		1924055（そんぽ2期開発）

		1924056（ソリマチデコールバー）

		1931021（新DWH BI基盤構）

		1931022（楽天Edy JDeb）

		1931024（NESナレッジソリュ）

		2010002（逆NET警備システム）

		2010004（大塚商会　契約系シス）

		2010005（大塚商会　Ｃ機系２０）

		2010006（大塚商会　総務系・配）

		2010008（大塚商会　ＫＢＫ・受）

		2010017（心電図解析システム保）

		2010020（全労済ＰＪ全体管理コ）

		2010021（全労済（自治労システ）

		2010047（各種証明書発行ツール）

		2010048（全労済（自治労）職域）

		2010049（ＥＢ保守２０２０）

		2010050（NICT勤務時間管理ｼｽﾃﾑ）

		2010051（ＳＯＫ運用支援）

		2010052（ichimill開発支援）

		2010898（その他雑プロジェクト）

		2022001（NTTﾃﾞｰﾀ流通阪）

		2022002（NTTﾃﾞｰﾀ流通そ）

		2022003（ＮＴＴﾃﾞｰﾀ流通F）

		2022004（NTTﾃﾞｰﾀ金融S）

		2022006（NTTﾃﾞｰﾀ先端技）

		2022007（NTTﾃﾞｰﾀ先端技）

		2022008（NTTﾃﾞｰﾀ先端技）

		2022009（そごう西武様POSシ）

		2022010（NTTデータ流通SSPOS）

		2022011（NTTデータ先端技SMBC）

		2024002（ＣＲＭクラウド２０２）

		2024003（通販クラウド２０２０）

		2024004（製品ライセンス費２０）

		2024005（保守（ＣＲＭ・ＣＴＩ）

		2024006（保守（通販・販売管理）

		2024007（保守（受付システム））

		2024008（スポット作業（ＣＲＭ）

		2024010（スポット作業（受付シ）

		2024014（ごきげんカウンター）

		2024015（ごきげんモニター）

		2024016（ごきげんバックアップ）

		2024018（大京向け発信規制ＡＰ）

		2024020（ソフトフォン中間アプ）

		2024021（りそなカード取引履歴）

		2024044（プルデンシャル様向け）

		2024051（ナックデコールバージ）

		2024052（ＮＥＣインフロンティ）

		2024054（SB C&S様 ﾃﾞｺｰﾙｸﾗｳﾄﾞ）

		2024056（アステムデコールバー）

		2024057（野村ｱｾｯﾄﾃﾞｺｰﾙ2020）

		2031001（楽天Edyセンター開）

		2031002（楽天DC開発2020）

		2031003（楽天Edy運用保守2）

		2031004（SBT常駐支援202）

		2031005（高津SSPOS開発支）

		2031006（高津外食POS開発支）

		2031007（高津POSヘルプセン）

		2031008（storeGATE2）

		2031009（JSPS向けシステム）

		2031010（JICA向けシステム）

		2031011（SMBC外為開発支援）

		2031012（EP共通基盤Gインフ）

		2031013（顧客情報管理システム）

		2031014（OCTG/HCTG運）

		2031015（DAクラウド支援20）

		2031016（KSK基盤保守支援2）

		2031017（緊急通報システム保守）

		2031018（大塚商会向け購買物流）

		2031019（ベンダーサービス保守）

		2031020（玉川外食向けSE支援）

		2070002（ＫＳＫセンターシステ）

		2070008（ドコモシステムズ開発）

		2070014（財務システム保守・経）

		2070018（ＫＳＫ債権管理/報告）

		2070028（フィナンシャル運用作）

		2070033（JICA・NICT・）

		2070034（システム保守サポート）

		2070036（調剤POS支援2020）

		2070037（東海大R20ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ）

		32016（アマダ）

		32117（アマダ）

		32118（アマダ）

		32124（アマダ）

		32196（TPG(総務））

		32204（ISB（東京保守運用））

		32262（テックインフォ開発）

		32274（ATS-Java）

		32276（BO(請負））

		32307（BSC＿開発（受託））

		32308（コサウェル (派遣)）

		32310（ATS-新コラボ関連）

		32311（NTT先端技インフラ）

		51015（ｷｰｳｪｱｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ）

		52003（CTCS(C#.NET)）

		52004（産機(Windows10)）

		52006（ｽﾘｰﾌﾟﾛ(DELL&Nestle)）

		52024（ﾌｫﾝﾃｰﾝ外注費管理）

		52027（CTCS-サポート業務）

		60036（CTCS(ｲﾝﾌﾗ運用)）

		69001（ＯＳＳ品質保証）

		69007（ＯＳＫ検証受託）

		69031（ＯＳＳ（業務受託））

		69076（OSK東急運賃看板19施）

		69088（頌徳会_WF開発1）

		69104（OSK18相互利用検証2Q）

		69110（OSS次世代監仕様検討）

		69114（ヤンマー受託開発）

		69126（HW(汎用_RPA)）

		69128（HW(汎用_品クリ)）

		69129（OSKつくばV8/V8EVX19）

		69132（OSK東急小田急運サ）

		69134（OSSmeemoテスト）

		69135（OSKJR西遠隔STM更新）

		69136（OSK箱根登山V819施策）

		69137（OSKJREMEX10Step）

		69138（OSK多摩モノ券19施策）

		69139（綾羽（RPA））

		69140（OSKKIAS検証STMTG）

		69141（OSK開発次世代案件）

		69144（OSK検証東武看板）

		69145（OSK検証横浜高速）

		69146（ＮＴＴk(WF)）

		61021（C&S東京C（営業事務））

		61023（TP（福岡CC））

		61031（WCM（インバウンド））

		61032（WIS_FNJ）

		61033（TP_FNJ（CS））

		61034（TP（マイケア））

		61036（TP（ルアン））

		61037（SB C&S(営業OB)）

		61038（営業推進）

		68079（東通（健食アウト））

		68118（TP(日本HPアウト)）

		68125（TP（マイケアイン））

		68140（ＳＢ（廃止抑制））

		68159（TP（コープ新規受付））

		68162（京都通信（営業派遣））

		68165（CSM（テレマ））

		68167（WIS（SBC&Sテレマ））

		68174（東通（スイスアウト））

		68184（コラボス（アポ獲得））

		68185（NTT（ﾏﾝｼｮﾝ））

		68190（TP（MXM））

		68191（3PRO(ｷｬｯﾁ））

		68192（TP（世田谷アウト））

		68194（TP（VISIONイン））

		68203（協業セミナー（JBM））

		68205（TP（STV新規受付））

		68206（TP(富士フィルムイン)）

		68207（TP(オートデスク)）

		68208（TP(トレンドマイクロ)）

		68210（情報工房（SAOB））

		68211（TP(TM_Chat＆Mail)）





PL

						2019年10月期
（2018年11月ｰ2019年4月） ネン ガツ キ ネン ガツ ネン ガツ		2020年10月期
（2019年11月ｰ2020年4月） ネン ガツ キ ネン ガツ ネン ガツ		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲン リツ

				　売上高 ウリアゲ ダカ		8,604		9,183		+578		+6.7%

				　　売上原価 ウリアゲ ゲンカ		6,545		6,910

				　　売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		2,059		2,273

				　　販売管理費 ハンバイ カンリヒ		1,615		1,823

				　営業利益 エイギョウ リエキ		444		444		+0		+0.1%

				　　営業外収益 エイギョウ ガイ シュウエキ		34		12

				　　営業外費用 エイギョウ ガイ ヒヨウ		6		10

				　経常利益 ケイジョウ リエキ		472		447		▲25		▲5.3％

				　　特別利益 トクベツ リエキ		ｰ		109

				　　特別損失 トクベツ ソンシツ		17		118

				　　税金費用 ゼイキン ヒヨウ		195		168

				　四半期純利益 シハンキ ジュンリエキ		259		269		+10		+3.9％











ＢＳ

						2019年10月期 ネン ガツ キ		2020年10月期 ネン ガツ キ		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲン リツ

				　　流動資産 リュウドウ シサン		5,535		5,937

				　　固定資産 コテイ シサン		2,261		2,406

				　資産合計 シサン ゴウケイ		7,797		8,343		+546		+7.0％

				　　流動負債 リュウドウ フサイ		3,308		3,520

				　　固定負債 コテイ フサイ		1,190		1,310

				　負債合計 フサイ ゴウケイ		4,499		4,831		+331		+7.4％

				　　株主資本 カブヌシ シホン		3,193		3,392

				　　その他 タ		105		120

				　純資産合計 ジュンシサン ゴウケイ		3,298		3,512		+214		+6,5％

				　自己資本比率 ジコ シホン ヒリツ		41.3%		41.2%
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貸借対照表 
（単位：百万円） 

2019年10月期 2020年10月期 増減額 増減率

　　流動資産 5,535 5,937

　　固定資産 2,261 2,406

　資産合計 7,797 8,343 +546 +7.0％

　　流動負債 3,308 3,520

　　固定負債 1,190 1,310

　負債合計 4,499 4,831 +331 +7.4％

　　株主資本 3,193 3,392

　　その他 105 120

　純資産合計 3,298 3,512 +214 +6,5％

　自己資本比率 41.3% 41.2%


CO稼働率･会員数

				コワーキングスペース　会員数・稼働率推移 カイインスウ カドウ リツ スイイ

						2018/11		2018/12		2019/1		2019/2		2019/3		2019/4		2019/5		2019/6		2019/7		2019/8		2019/9		2019/10		2019/11		2019/12		2020/1		2020/2		2020/3		2020/4

				会員数 カイインスウ		3,523		3,592		3,704		3,806		3,877		3,998		4,042		4,177		4,243		4,267		4,272		4,322		4,359		4,387		4,416		4,483		4,544		4,551

				稼働率 カドウ リツ		77.1%		78.6%		82.0%		84.6%		86.7%		90.3%		90.4%		92.6%		93.2%		92.4%		91.2%		91.1%		90.0%		91.2%		91.7%		92.6%		92.3%		90.8%

				ドロップ会員数 カイイン スウ																														882		923		960		960

																																		5,298		5,406		5,504		5,511

						2018/11		2018/12		2019/1		2019/2		2019/3		2019/4		2019/5		2019/6		2019/7		2019/8		2019/9		2019/10		2019/11		2019/12		2020/1		2020/2		2020/3		2020/4

				　　　　会員数 カイインスウ		3,523		3,592		3,704		3,806		3,877		3,998		4,042		4,177		4,243		4,267		4,272		4,322		4,359		4,387		4,416		4,483		4,544		4,551

				　　　　稼働率 カドウ リツ		77.1%		78.6%		82.0%		84.6%		86.7%		90.3%		90.4%		92.6%		93.2%		92.4%		91.2%		91.1%		90.0%		91.2%		91.7%		92.6%		92.3%		90.8%

				　　　　ドロップイン　　　　
　　　　会員数　　 カイイン スウ																														882		923		960		960



会員数	43405	43435	43466	43497	43525	43556	43586	43617	43647	43678	43709	43739	43770	43800	43831	43862	43891	43922	3523	3592	3704	3806	3877	3998	4042	4177	4243	4267	4272	4322	4359	4387	4416	4483	4544	4551	稼働率	43405	43435	43466	43497	43525	43556	43586	43617	43647	43678	43709	43739	43770	43800	43831	43862	43891	43922	0.77070000000000005	0.78549999999999998	0.81989999999999996	0.84599999999999997	0.86670000000000003	0.90310000000000001	0.90369999999999995	0.92589999999999995	0.93200000000000005	0.92414208308248047	0.91247782377291542	0.91070372560615021	0.90010372560615004	0.91240372560615002	0.91730372560615003	0.9257694628847315	0.92275449101796403	0.90778443113772456	



配当

						2016年 ネン		2017年 ネン		2018年 ネン		2019年 ネン		2020年（予想） ネン ヨソウ

						0		5		8		14		18



2016年	2017年	2018年	2019年	2020年（予想）	0	5	8	14	18	



シェアリングエコノミー

				2018年度 ネン ド						2030年度 ネンド

		スペース		5,039				スペース		35,056

		モノ		5,201				モノ		23,902

		お金 カネ		4,587				お金 カネ		20,130

		スキル		2,111				スキル		19,469

		移動 イドウ		1,935				移動 イドウ		12,718







		出所：情報通信総合研究所（2019年4月） シュッショ ジョウホウ ツウシン ソウゴウ ケンキュウショ ネン ガツ



2018年度	スペース

 5,039

モノ

5,201

お金

4,587

スキル

2,111

移動

1,935

スペース	モノ	お金	スキル	移動	5039	5201	4587	2111	1935	

2030年度	スペース 35,056

モノ

 23,902

お金

 20,130

スキル 19,469

移動 

12,718

スペース	モノ	お金	スキル	移動	35056	23902	20130	19469	12718	



求人倍率の増加

				2017"年"1"月"		2月 ガツ		3月		4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		2018"年"1"月"		2月		3月		4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		2019"年"1"月"		2月		3月		4月		5月 ガツ		6月		7月		8月		9月		10月

		職業計		1.57		1.60		1.59		1.41		1.34		1.35		1.43		1.49		1.51		1.54		1.58		1.65		1.66		1.67		1.64		1.45		1.38		1.38		1.47		1.54		1.55		1.56		1.58		1.62		1.63		1.65		1.62		1.44		1.37		1.37		1.44		1.48		1.49		1.49

		専門的・技術的職業		2.35		2.43		2.25		1.77		1.67		1.69		1.83		1.93		1.97		2.04		2.14		2.35		2.40		2.44		2.30		1.81		1.69		1.71		1.88		1.98		2.02		2.06		2.16		2.34		2.44		2.47		2.35		1.87		1.73		1.75		1.90		1.99		2.00		2.04

		販売の職業		2.59		2.68		2.75		2.55		2.48		2.49		2.63		2.72		2.76		2.86		2.92		3.05		3.10		3.08		3.09		2.90		2.80		2.76		2.84		2.93		2.94		2.89		2.92		3.02		3.05		3.05		3.03		2.81		2.73		2.72		2.79		2.80		2.78		2.82

		サービスの職業		4.15		4.08		4.03		3.74		3.62		3.70		3.94		4.05		4.07		4.16		4.33		4.58		4.53		4.43		4.32		3.95		3.82		3.87		4.13		4.27		4.27		4.28		4.38		4.59		4.54		4.52		4.48		4.08		3.97		4.02		4.20		4.33		4.27		4.28



職業計	2017年1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	2018年1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	2019年1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	1.57	1.6	1.59	1.41	1.34	1.35	1.43	1.49	1.51	1.54	1.58	1.65	1.66	1.67	1.64	1.45	1.38	1.38	1.47	1.54	1.55	1.56	1.58	1.62	1.63	1.65	1.62	1.44	1.37	1.37	1.44	1.48	1.49	1.49	専門的・技術的職業	2017年1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	2018年1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	2019年1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	2.35	2.4300000000000002	2.25	1.77	1.67	1.69	1.83	1.93	1.97	2.04	2.14	2.35	2.4	2.44	2.2999999999999998	1.81	1.69	1.71	1.88	1.98	2.02	2.06	2.16	2.34	2.44	2.4700000000000002	2.35	1.87	1.73	1.75	1.9	1.99	2	2.04	販売の職業	2017年1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	2018年1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	2019年1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	2.59	2.68	2.75	2.5499999999999998	2.48	2.4900000000000002	2.63	2.72	2.76	2.86	2.92	3.05	3.1	3.08	3.09	2.9	2.8	2.76	2.84	2.93	2.94	2.89	2.92	3.02	3.05	3.05	3.03	2.81	2.73	2.72	2.79	2.8	2.78	2.82	サービスの職業	2017年1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	2018年1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	2019年1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	4.1500000000000004	4.08	4.03	3.74	3.62	3.7	3.94	4.05	4.07	4.16	4.33	4.58	4.53	4.43	4.32	3.95	3.82	3.87	4.13	4.2699999999999996	4.2699999999999996	4.28	4.38	4.59	4.54	4.5199999999999996	4.4800000000000004	4.08	3.97	4.0199999999999996	4.2	4.33	4.2699999999999996	4.28	



ユニークワーカー数

				1Q		2Q		3Q		4Q

		FY2019		3,999		4,882		5,698		6,171

		FY2020		4,025		4,573

				FY19/1Q		FY19/2Q		FY19/3Q		FY19/4Q		FY20/1Q		FY20/2Q

		お仕事斡旋件数 シゴト アッセン ケンスウ		6,408,483		6,475,207		6,534,690		6,608,655		6,683,141		6,736,744



FY2019	1Q	2Q	3Q	4Q	3999	4882	5698	6171	FY2020	1Q	2Q	3Q	4Q	4025	4573	

お仕事斡旋件数	FY19/1Q	FY19/2Q	FY19/3Q	FY19/4Q	FY20/1Q	FY20/2Q	6408483	6475207	6534690	6608655	6683141	6736744	

FY2019	1Q	2Q	3Q	4Q	3999	4882	5698	6171	FY2020	1Q	2Q	3Q	4Q	4025	4573	



労働人口

				労働人口 ロウドウ ジンコウ

				2009年 ネン		2010年 ネン		2011年 ネン		2012年 ネン		2013年 ネン		2014年 ネン		2015年 ネン		2016年 ネン		2017年 ネン

		日本 ニホン		62878		62563		61100		62700		63114		63507		63770		64400		65300

		アメリカ		139877		139064		139869		142469		143929		146305		148834		151436		153337

		イギリス		28923		28942		29078		29428		29821		30642		31205		31628		31963

		韓国 カンコク		23506		23829		24244		24681		25066		25600		25936		26235		26552

		オーストラリア		10806		11012		11215		11347		11465		11537		11751		11941		12264

		フィリピン		35061		36035		37192		37622		37917		38094		38741		40997		40334

		労働人口　2009年比較 ロウドウ ジンコウ ネン ヒカク

				2009年 ネン		2010年 ネン		2011年 ネン		2012年 ネン		2013年 ネン		2014年 ネン		2015年 ネン		2016年 ネン		2017年 ネン

		日本 ニホン		100%		99%		97%		100%		100%		101%		101%		102%		104%

		アメリカ		100%		99%		100%		102%		103%		105%		106%		108%		110%

		イギリス		100%		100%		101%		102%		103%		106%		108%		109%		111%

		韓国 カンコク		100%		101%		103%		105%		107%		109%		110%		112%		113%

		オーストラリア		100%		102%		104%		105%		106%		107%		109%		111%		113%

		フィリピン		100%		103%		106%		107%		108%		109%		110%		117%		115%

				2017年 ネン

		日本 ニホン		4%

		アメリカ		10%

		イギリス		11%

		韓国 カンコク		13%

		オーストラリア		13%

		フィリピン		15%



日本	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	1	0.99499029867362199	0.97172301917999937	0.99716912115525302	1.0037533000413499	1.0100034988390216	1.014186201851204	1.02420560450396	1.0385190368650403	アメリカ	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	1	0.9941877506666571	0.99994280689462889	1.0185305661402517	1.0289683078704863	1.045954660165717	1.0640348306011711	1.0826368881231367	1.0962273997869556	イギリス	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	1	1.0006569166407357	1.0053590568060022	1.0174601528195553	1.0310479549147737	1.059433668706565	7	1.078899146008367	1.093524184904747	1.1051066625177195	韓国	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	1	1.0137411724666043	1.0313962392580618	1.0499872373011145	1.0663660342040331	1.0890836382200288	1.1033778609716669	1.1160980175274398	1.1295839360163362	オーストラリア	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	1	1.0190634832500463	1.0378493429576161	1.0500647788265778	1.0609846381639829	1.0676476031834166	1.0874514158800666	1.1050342402369053	1.1349250416435315	フィリピン	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	1	1.0277801545877185	1.0607797838053679	1.0730441230997405	1.0814580302900658	1.0865063746042611	1.1049599269843986	1.1693049257009211	1.150395025812156	

2017年	日本	アメリカ	イギリス	韓国	オーストラリア	フィリピン	3.8519036865040324E-2	9.6227399786955603E-2	0.1051066625177195	0.12958393601633622	0.13492504164353147	0.15039502581215602	



世界のGDｐ

						2018年 ネン				2030年 ネン				2050年 ネン

				1		アメリカ		20,580		中国 チュウゴク		27,132		中国 チュウゴク		52,095

				2		中国 チュウゴク		13,368		アメリカ		22,157		アメリカ		34,639

				3		日本 ニホン		4,971		インド		10,869		インド		31,426

				4		ドイツ		3,951		日本 ニホン		5,401		ブラジル		8,124

				5		イギリス		2,828		ロシア		4,034		インドネシア		7,302

				6		フランス		2,780		ブラジル		3,910		メキシコ		6,678

				7		インド		2,718		ドイツ		3,772		ロシア		6,540

				8		イタリア		2,075		イギリス		3,267		日本 ニホン		6,216

				9		ブラジル		1,867		サウジアラビア		3,212		ナイジェリア		5,993

				10		韓国 カンコク		1,720		フランス		3,056		サウジアラビア		5,488





案件数

		01080（IOデータ(設置設定)）

		04109（CCBJI（派遣））

		04125（NDS（HDD交換））

		04178（コムネットワーク）

		04188（ひまわりﾈｯﾄ(CATV））

		04193（NDS(ｻﾎﾟｰﾄﾃﾞｽｸ)）

		04206（ｺﾑﾈｯﾄﾜｰｸ(ｼｪｱﾄﾞ)）

		04216（アイホン）

		04223（ｼﾌﾞﾀﾆ（内覧会説明））

		04240（ﾌﾞﾗｻﾞｰ(ﾌﾟﾘﾝﾀｰ販売)）

		04247（平安閣（会員調査））

		04262（JSFIT(ｲﾝﾌﾗ構築派遣)）

		04270（東芝IT中部(保守)）

		04272（ｺﾑﾈｯﾄﾜｰｸ(内覧会)）

		04286（ｵﾘｵﾝSP(拡販)）

		04291（アプロ通信(内覧会)）

		04299（日本ﾃﾞｼﾞﾀﾙ通信(派遣)）

		04316（SB_パリミキルータ）

		04321（産業機電（内覧会））

		04328（ｺﾞｰﾙ_内覧会）

		04333（NECF 名古屋事務派遣）

		04334（NECF 静岡事務派遣）

		04336（知多ﾒﾃﾞｨｱｽ（ﾘﾃﾝｼｮﾝ））

		05000（大阪センター直販）

		05014（アイテック阪急阪神）

		05032（ﾕﾆｱﾃﾞｯｸｽ(訪問設置)）

		05047（協和ﾃｸﾉﾛｼﾞｨｽﾞ(ｻｰﾊﾞ)）

		05053（紀陽情報システム）

		05092（ﾍﾟｯﾄｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ）

		05095（ギンガシステム）

		05128（ZTV（滋賀））

		05129（加賀ｿﾙﾈｯﾄ(大阪））

		05142（ミライト・エックス）

		05245（総合会館）

		05259（興安計装）

		05261（ｵｶｹﾝ(受託_倉庫作業)）

		05266（タカラ(派遣)）

		05268（大学生協_中国･四国）

		05277（コーナンメディカル）

		05293（城東輪業社）

		05307（新広社）

		05381（パシフィックネット）

		05397（大手前総合労務管理）

		05401（サップ）

		05419（尼崎市老人連合クラブ）

		05426（NTT-MS（訪問設置））

		05432（ﾕﾆｱﾃﾞｯｸｽ(ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ)）

		05455（ベニックソリューショ）

		05458（内外インキ製造）

		05478（ATS（派遣））

		05514（ミツイワ大阪CCS）

		05516（日信IT(PC設置設定)）

		05523（ＪＢＳ（展開））

		05540（大塚商会神戸ヘルプ）

		05549（学情（CC））

		05557（ｴｽｹｰ化研(物販+ KTG)）

		05564（ATS（サーバー設置））

		05607（J-WITS（ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ））

		05620（NTTFT(奈良_訪問設置)）

		05647（ﾐﾂｲﾜ(PCｷｯﾃｲﾝｸﾞ））

		05695（Sky(評価案件-大阪)）

		05710（ﾊｲﾊﾟｰ PC設置）

		05750（城東輪業社_軽作業）

		05790（J-WITS（展開支援））

		05792（ﾐﾗｲﾄ･ｴｯｸｽmineo）

		05795（NTTMA(オンサイト)）

		05810（アクト（営業ｻﾎﾟｰﾄ））

		05812（東海警備(EEW保守)）

		05816（PAS_現地展開）

		05827（EIZO大阪_訪問設置）

		05860（データプロ武薬HD）

		05881（グローリー券売機）

		05883（ｸﾎﾞﾀ環境ｻｰﾋﾞｽ　設計）

		05884（JBM(ユニット対応））

		05885（J-WITS（WISE老取））

		05917（ﾌﾙﾀｲﾑｼｽﾃﾑ(ﾃﾞﾓ)）

		05945（DIS）

		05963（テック通報業務）

		05981（尼崎市高齢者生きがい）

		05982（社協和泉（講習会））

		06058（ﾄﾞﾘｰﾑﾄﾚｲﾝｲﾝﾀｰﾈｯﾄ）

		07004（CAT-V(ｺｰﾙｾﾝﾀｰ)）

		07010（DIS(PCサポート)）

		07015（PFU東北）

		07032（レンテック）

		07055（TTK）

		07061（大塚商会）

		07062（ウチダエスコ）

		07064（ホーマック）

		07069（ミツイワ）

		07076（ﾃｯｸｿﾘｭｰｼｮﾝ仙台(FS)）

		07079（ケーズHD）

		07084（ﾋﾄ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ仙台）

		07093（JBS東北）

		07102（パシフィックネット）

		07108（Ｙｕｒｔｅｃ）

		07164（新開ﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾄｼｽﾃﾑｽﾞ）

		07168（ﾘｺｰﾃｸﾉｼｽﾃﾑｽﾞ【仙台】）

		07172（秋田ﾘｸﾙｰﾄｲﾍﾞﾝﾄ）

		07173（北杜学園(ｱﾝｹｰﾄ)）

		07191（日信IT(仙台案件FS)）

		07210（ブラザー販売支援）

		07229（NECｆ(POS設置)）

		07234（ＴＴＫテクノ(東京））

		07236（フィールズ（派遣））

		07237（ﾗｲｸｽﾀｯﾌ光事務局）

		07242（東芝IT PC展開）

		07243（ヒトコムSB光販売）

		07245（トーキン（派遣））

		07248（NECｆ_秋田(PC設定)）

		07251（NECｆ_青森(PC設定)）

		07258（ｸﾛｽｷｬｯﾄ(派遣_開発)）

		07263（ｿﾙｺ仙台(派遣_入力)）

		07273（EIZOSN(ﾓﾆﾀ交換)）

		07277（ｼﾞｪｲｺﾑ_派遣携帯ｼｮｯﾌﾟ）

		07282（北杜学園(ﾎﾟｰﾀﾙ)）

		07291（MK(東北ﾗｳﾝﾀﾞｰ)）

		07297（イマジン（東北販売））

		07307（グラウドHLD(販売)）

		07329（仙台空港SE業務）

		07335（出光クレカ（勧誘））

		07342（SBMS（オペレータ））

		07344（ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ　派遣）

		07345（三菱電機（派遣））

		07346（ｾｷｼｮｳ_店頭販売）

		07349（指定難病調査票審査）

		07351（MK（東北販売））

		07353（出光プリカ入会促進）

		07357（ダイキン（ヘルパー））

		07364（SOSC北日本(販売)）

		07365（セント（PayPay））

		07366（トンボ（販売））

		07368（日立物流(機器設置)）

		07369（日立DX機工（事務））

		07372（HISﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ_PG）

		07375（NESIC_NW設置）

		07378（新興_JR展開）

		07380（ｽﾎﾟｰﾂﾊｳｽ（販売））

		07381（日本ﾈｲｻﾝｽ_PG）

		07384（日立DX(市税封入)）

		07387（FT（調布））

		07388（ICT_FS_POS）

		07390（NECL（PC展開））

		07391（都築TS_ｽﾎﾟｯﾄ）

		07392（OFE北海道（CE派遣））

		07393（日立DX清田（封入））

		07395（トラコス仙台（㏄））

		07397（NJC_FSｽﾎﾟｯﾄ）

		07399（都築TS苫小牧_ｽﾎﾟｯﾄ）

		07400（SIG仙台市展開）

		07401（中央システム(PG派遣)）

		07402（HSFS東北（展開））

		07403（ICT_FS_JA）

		07404（鈴木工業（派遣））

		07406（DOI(PC設置設定)）

		07407（NECｆ_ファミマ展開）

		07409（日立DX(イナバ事務)）

		07411（ﾀｲﾑｽﾞSV(仙台_ﾒﾝﾃ)）

		07414（マスプロIRU）

		07415（NECF_PR回収）

		07417（OFE北海道（スタバ））

		07419（ｳﾁﾀﾞ札幌(大学生協)）

		07430（IIJ（ロイズ））

		07431（都築_小樽中学）

		07432（都築_大丸）

		07433（日信IT_北海道ﾋﾞﾙ）

		07434（都築_ｶｰﾄﾞﾘｰﾀﾞ）

		07436（都築_HOTnet）

		07437（FT（HN設定））

		07438（新興サービス(開発局)）

		07439（YL（SCM什器））

		07440（日立DX清田（検品））

		07441（セキカワ_PC展開）

		07442（仙台青葉学院(新学科)）

		07443（イマジン(タニタ販売)）

		07444（TTSS(レクチャー)）

		07445（ﾌﾞﾗｻﾞｰ(仙台_派遣)）

		07446（NECｆ_JA）

		07447（AIT(PC展開)）

		07448（ICT_FS_HW）

		07449（NDTC（PC設置））

		07450（TM東北（イベント））

		07451（職業能力開発調査）

		07452（HISYS-FS(仙台国税)）

		07453（SBS(開発建設部)）

		07454（PFU北海道）

		07455（TTK_札幌CS展開）

		07456（SODC(仙台_AS保守)）

		07457（SODC(札幌_AS保守)）

		07458（SB_オン_中銀）

		07461（NECF_新店リモート）

		07463（新興サービス_警察署）

		07467（IIJ（新和ｷｯﾃｨﾝｸﾞ））

		07469（ｻｰﾄﾞﾊﾟｰﾃｨ(ﾉｰｽﾌﾟﾗｻﾞ)）

		07470（NECF(病院)）

		07471（SBMS（ﾃﾞｰﾀ入力））

		07472（ﾘｺｰ労金）

		07473（日立DX（情シ派遣））

		07474（FT（千葉））

		07475（日立DX札幌西（倉庫））

		07478（山口ビル清掃）

		07479（SHINKO_ﾃﾞｰﾀ消去）

		08018（日信IT(竹中_SPOT)）

		08022（OS(アシスタント)）

		08030（PSC(セキスイ)）

		08031（PSC(イチネン)）

		08034（ｱｿｼｴｰｼｮﾝ関西_ダリヤ）

		08038（PSC(セキスイ_サーバ)）

		08039（PSC(セキスイ_テクノ)）

		08050（PSC(セキスイ_北海道)）

		08055（PSC(セキスイ_LL)）

		08057（ｱｿｼｴｰｼｮﾝ関西_PRJ）

		08062（三谷商事_神戸大点検）

		08066（ATS-CUBE(SSD)）

		08073（J-WITS（WISE派遣））

		08100（サンエフ_甲南HD委託）

		08103（アーテック_事務）

		08113（三谷_神戸大OSUP作業）

		08115（PSC(JTB)）

		08149（三谷商事_須磨学展開）

		08169（ATS-マツダ(PC設置)）

		08170（BACKS_ﾌﾟﾘﾝﾀ販売）

		08178（ｸﾞﾗｳﾄﾞ_INSﾍﾙﾌﾟ）

		08181（コムネット（運用））

		08191（PayPay(販促)）

		08197（東芝IT中部(法務局)）

		08201（NEC_F長岡京HD）

		08204（NDS（アパホテル））

		08206（大塚_HD_KP365）

		08215（Minori_ﾄｰﾙ2019ﾏｲｸﾞﾚ）

		08218（野村不動産(内覧会)）

		08226（J-WITS（VID/UD））

		08234（サンエフ大瓦斯）

		08235（加賀ソル_穴吹KT）

		08239（NTTMA(集計業務)）

		08244（DIS(ｵﾝｻｲﾄ)）

		08252（EIZO本社　(点検)）

		08253（NTTFT東海（空調））

		08254（ｺﾈｸﾄﾗｲﾝ_玩具ﾗｳﾝﾀﾞ）

		08255（BIO_食品ラウンダー）

		08262（三谷商事_立命館大学）

		08263（ひまわり（かけつけ））

		08270（マックス（機器説明））

		08276（JBS(ﾎﾝﾀﾞ_展開受付））

		08282（三谷商事_梅花女子大）

		08286（NDS（バッテリ交換））

		08287（J-WITS（運用支援））

		08288（加賀ｿﾙ_ｷｯﾃｨﾝ）

		08311（凸版(豊鉄マネキン)）

		08312（CSI(FTS PC展開)）

		08328（NDS（回線切替））

		08330（PSC(ｾｷｽｲﾊｲﾑBS)）

		08332（ｺﾑﾈｯﾄﾜｰｸ(ﾙｰﾀｰ)）

		08335（日立ICTBS（大阪））

		08336（東芝IT中部(基地局)）

		08338（ｱｯﾄｼｸﾞﾅﾙ(HT設置)）

		08350（NDK_PSTNマイグレ）

		08353（J-WITS（観光ﾃﾞﾊﾟｰﾄ））

		08357（ﾐﾂｲﾜ(ｼｮｸﾘｭｰ)）

		08363（J-WITS（Ｊコミ））

		08370（Dynabook_(YKK富山)）

		08384（ﾋｶﾞｼ21(名市教PCﾘﾌﾟ)）

		08386（ﾕﾆｱ_ﾄﾖﾀ(CAD)）

		08387（Minori_象印）

		08392（三谷(ZEN_PC入替））

		08394（東芝IT中部(PHS)）

		08395（J-WITS（ｶｽﾀﾏﾘﾚ））

		08396（ﾌﾞﾗｻﾞｰ(ﾌﾟﾘﾝﾀｰ販売)）

		08397（日工ﾃｸﾆｶﾙ大阪_JMU）

		08402（ミツイワ大阪社内設定）

		08407（日立(愛知PC)）

		08408（ﾈｸｽｺﾑ(商品券ｱｳﾄ)）

		08409（マスプロ（CADOP））

		08420（J-WITS（マルニ））

		08421（J-WITS（ﾒﾝﾃｯｸ））

		08422（ATS-千葉佐原(PC)）

		08428（日立(テクノPC設置)）

		08430（三谷商事_東洋大姫路）

		08431（日工ﾃｸﾆｶﾙ大阪_KIT）

		08434（HiSYSFS関西_国税）

		08435（万田_推販2019秋）

		08437（J-WITS（広島メン））

		08438（大ガス_暖房機販売）

		08439（ﾕﾆｱFS(三菱追加)）

		08440（三谷(東海TV_PC入替））

		08441（ATS-HDD交換）

		08443（LOM(オンサイト)）

		08444（ATS-ｾｺﾒﾃﾞｯｸ(PC)）

		08445（ATS-行田中央(PC)）

		08446（ATS-盛岡市立(PC)）

		08447（ミツイワ(NEXCO)）

		08448（KATCH(JBMﾃﾚﾏ)）

		08450（ｳﾁﾀﾞｴｽｺ(ｴﾎﾞﾙﾊﾞPC)）

		08453（J-WITS（2020社内））

		08457（大ガス_ｶﾞｽﾌｧﾝ_ｲﾍﾞﾝﾄ）

		08459（東芝IT中部(ライフ)）

		08460（東芝IT中部(資生堂)）

		08461（ミカサ/Chrome営業）

		08463（J-WITS（工務iPad））

		08464（日通N(JAみえきた)）

		08465（日通N(大同興業PC)）

		08466（凸版印刷（中電実証））

		08467（ｳﾁﾀﾞｴｽｺ(ｴｽﾃｯｸPC)）

		08468（ｳﾁﾀﾞｴｽｺ(全国保障)）

		08469（ｺﾑﾈｯﾄﾜｰｸ(ﾉｼﾞﾏAP)）

		08470（大塚商会_NEXCO）

		08471（TCE大阪(中古PC清掃））

		08472（ネスレ(NHS)）

		08473（YL_他_glonano買取）

		08474（NTTMA_オンサ_INS調査）

		08475（ストライカー_現地HD）

		08476（Sky大阪_ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ）

		08477（ｳﾁﾀﾞｴｽｺ大阪_警察庁）

		08478（JBS大阪_東京日動）

		08479（PSC(Ｔ‐DSol)）

		08480（日興通信(JAあいち)）

		08481（ATS-東京城東PC)）

		08482（ATS-二本松(PC)）

		08483（ATS-仙台南PC)）

		08484（SNC_現地展開）

		08485（RicohJ_VJ_KIT大阪）

		08486（ATS-松本市立（PC））

		08487（ATS-三島総合（PC））

		08488（ATS-畷生会（PC））

		08489（ATS-ほうせんか（PC））

		08490（ATS-千葉（PC））

		08491（ﾃﾞﾝｿｰ(tabｷｯﾃｨﾝｸﾞ)）

		08492（KDL_動画視聴）

		08493（ユニア/成蹊展開）

		08494（CSE(江南_PC)）

		08495（日信IT(共栄)）

		08496（日信IT(水道局)）

		08497（日信IT(マツモト)）

		08499（日信IT(東宝)）

		08500（アイネット(replace)）

		08501（JBS(KYB_PC展開））

		08503（大塚大阪_深見特許）

		08504（日通NECL(消防ﾌﾟﾘﾝﾀ)）

		08505（日信IT(設定)）

		08506（京都観光ﾃﾞﾊﾟｰﾄ_事務）

		08507（三谷(福井 ｷｯﾃｨﾝｸﾞ））

		08508（日信IT_ｳｴﾙ(PCﾘﾌﾟ）

		08509（ｳﾁﾀﾞｴｽｺ(外国人PC)）

		08511（ハイパー(ラッキング)）

		08512（PSC(大阪市役所)）

		08513（ｱｿｼｴｰｼｮﾝ関西_Mar）

		08514（PSC(大建工業)）

		08516（ユニア(豊田電話試験)）

		08518（NTTｱﾄﾞ(看板設置））

		08520（ATS-うつのみや（PC））

		08521（ATS-可児（PC））

		08522（ATS-八潮中央（PC））

		08524（ATS-諫早（PC））

		08525（ATS-筑波記念（PC））

		08526（ATS-久留米総合（PC））

		08527（ATS-松坂市民（PC））

		08528（日信IT(リプレース)）

		08530（三和CP_関西展開）

		08531（ﾃﾞﾝｿｰ(WiFiｷｯﾃｨﾝｸﾞ)）

		08532（J-WITS（総合BS））

		08533（ｳﾁﾀﾞｴｽｺ(ﾃｸﾉPC)）

		08534（MXM_ｵﾝｻｲﾄ切替）

		08535（ｱｲﾈｯﾄ_大阪市役所）

		08536（ﾕﾆｱFS(ECONET)）

		08537（NDEC_住友信託）

		08538（ｿﾚｷｱFS京都病院展開）

		08539（CSI(中部テプロ)）

		08540（ｸﾞﾗｳﾄﾞ（営業代行））

		08541（OTCOMNET_PCﾘﾌﾟ）

		08542（TTSS_大阪展開）

		08543（ﾐﾗｲﾄTEC大阪_HEMS）

		08544（凸版中部(インサイド)）

		08545（中電(ﾈｺﾘｺｵﾝｻｲﾄ)）

		08546（日信IT中部(現地KIT)）

		08547（J-WITS（TW端末設定））

		08548（JBS大阪_万代）

		08549（ﾐﾂｲﾜ(近鉄-大阪)）

		08550（万田_推販2020春）

		08554（ATS-あきしま（PC））

		08555（ATS-高崎総合（PC））

		08556（ATS-天草中央（PC））

		08557（ATS-湯布院（PC））

		08558（pana_LS（HEMS））

		08559（ICTFS関西_ハロワ）

		08565（ﾐﾄｼｽﾃﾑ(展開・設置)）

		08566（日興通信(JA三河)）

		08567（OTCOMNET_NW切替）

		08568（三谷(PC設置設置））

		08569（MCS(d店舗開拓)）

		08570（ﾊｲﾊﾟｰ(紀陽銀行)）

		08572（三谷商事_神戸芸WS）

		08573（東芝IT(ﾄﾖﾀﾗｯｷﾝｸﾞ)）

		08575（NDS(ｱﾊﾟSTB)）

		08578（NDS(ﾗﾝﾄﾞﾘｰﾎﾞｰﾄﾞ)）

		08579（NDS(ｽｰﾊﾟｰﾎﾃﾙ)）

		08580（ﾐﾂｲﾜ(ﾘﾌﾟﾚｰｽ-大阪)）

		08581（日信IT静岡(ｳｪﾙｼｱ)）

		08582（三谷商事_神戸教PC）

		08585（JBS大阪_H2O）

		08589（大学生協/撮影）

		08592（ﾊｲﾊﾟｰ(POSレジ)）

		08595（大塚商会_北大阪tec）

		09065（エスコ広島(設置設定)）

		09129（エスコ高松(設置設定)）

		09136（SOCS中国(販売応援)）

		09137（SOCS東中国(販売応援)）

		09139（SOCS広島（講師））

		09154（フルタイム（内覧会））

		09163（技術センターDB入力）

		09180（MEGAEGG(訪問設定)）

		09192（新興SVC中四国(保守)）

		09194（NJC中四国(ﾏﾂﾀﾞｵﾝｻｲﾄ)）

		09205（TTSS中国(設置設定)）

		09214（KCME広島(局内作業)）

		09221（ｱﾙﾌｧﾃｸﾉ(機器修理)）

		09222（WING(CC派遣)）

		09246（ｺﾝｾﾝﾄﾘｸｽ広島(Apple)）

		09254（大創産業(SI運用支援)）

		09259（TTSS中国(POSﾚｸﾁｬｰ)）

		09260（xerox山口(訪問設置)）

		09265（EIZO四国(設置設定)）

		09266（あんしんS(訪問設置)）

		10024（QTオンサイト）

		10035（TCS九州支店(展開)）

		10063（日信ITﾌｨｰﾙﾄﾞｻｰﾋﾞｽ）

		10066（日本事務器（展開））

		10074（OCA　九州支社）

		10084（ミツイワ　九州）

		10091（TTSS九州(展開)）

		10111（三谷商事九州(展開)）

		10126（NETCOMBB）

		10130（QTNet北九州支店）

		10170（アイ・ネット）

		10192（ｳﾁﾀﾞｼｽﾃﾑｽﾞ(展開)）

		10196（楽天カード（派遣））

		10202（SSﾏｰｹｯﾄ(PC展開)）

		10209（MBC(展開)）

		10214（東芝IT九州(展開)）

		10222（東芝IT(AC3保守)）

		10228（QTサービス保守）

		10262（ソフタス（監視））

		10278（新通（カード受付））

		10279（NECL九州(展開)）

		10281（EIZO福岡(設置設定)）

		10282（フルタイム（内覧会））

		10299（三谷商事(文教展開)）

		10305（SODC(windomate)）

		10308（田中電機工業(派遣)）

		10315（NECF大分(ヘルプ)）

		10318（東芝IT(整備局NW保守)）

		10320（QT営業推進(派遣)）

		10331（東芝IT(AC3保守)）

		10335（大塚商会（展開））

		10337（xerox長崎(kit)）

		10342（Dsas山陰(文教)）

		10343（ﾊｰﾓﾆｰﾗﾝﾄﾞ_派遣）

		10344（xerox四国(訪問設置)）

		10350（ハイパー(現地作業)）

		10354（ｲﾝﾃｯｸ大分(設置設定)）

		10355（NSIT中四国(設定)）

		10361（ｻﾝﾃﾂｸｼｽﾃﾑ(派遣)）

		10362（TCE四国(社内事務)）

		10363（NJC高松(回生病院)）

		10364（リコー(鳥取展開)）

		10367（NJC高松(展開)）

		10368（ｴﾈｺﾑ(更新促進ﾃﾚﾏ)）

		10370（SB(みまもりｹｰﾀｲ)）

		10371（ｻﾝﾈｯﾄ(PC展開)）

		10372（TTSS中国(ゆめﾋﾟ)）

		10373（TTSS中国(ｲﾝｽﾄ)）

		10374（NECF(岡山展開)）

		10375（triumph四国(展開)）

		10376（TTSS九州(POSﾚｸﾁｬｰ)）

		10377（MGC(ラウンダー)）

		10378（NECf広島(JA展開)）

		10379（Dynabook(税務展開)）

		10380（ヒトコミ(Ymobile)）

		10381（NJC高松(三愛病院)）

		10382（NECf山口(JA展開)）

		10383（NJC高松(永康病院)）

		10384（ﾘｺｰ(森林財団展開)）

		10385（QTnet(BBIQ電力)）

		10386（ダイヤ(西日本））

		10387（TTSS中国(ﾀﾞｲﾔPOS)）

		10388（ｱｲﾎﾝ中四国(内覧会)）

		10389（espool（イベント））

		10391（Ncom(ロジコム)）

		10392（Dynabook(文教展開)）

		10393（ﾘｺｰ(安芸高田文教)）

		10395（MGC(説明員)）

		10396（ホーチキ(内覧会)）

		10397（WING(福岡KIT)）

		10398（QTnet(内覧会)）

		10399（Dynabook(SPOT展開)）

		10400（ICTFS関西_高島屋）

		10401（NCRサービス(ｷｯﾃｨﾝｸﾞ)）

		10402（ﾒﾃﾞｨｺﾈ(ﾃﾞｰﾀ消去)）

		10403（NECf広島(市税展開)）

		10404（新興SVC(中四国展開)）

		10405（OLM_ﾄｩﾙｰｽﾘｰﾊﾟｰ販売）

		10406（SGS(オンサイト)）

		12043（日清ペットフード）

		12056（ｳﾁﾀﾞｴｽｺ_札幌営業所）

		12060（リコージャパン）

		12070（ｱｿｼｴｰｼｮﾝ(札幌 M)）

		12074（TTSS(POS設置)）

		12079（北海道日興通信）

		12083（新開ＴＰＳ札幌営業所）

		12084（新興サービス　札幌）

		12091（日立物流ダイレックス）

		12096（日信IT札幌SS）

		12099（JBサービス　札幌）

		12117（EIZOSN(ﾓﾆﾀ交換)）

		12118（PSN北海道社 設置設定）

		12119（ｻｰﾄﾞﾊﾟｰﾃｨ(札幌FS)）

		12122（フォンテーン【CATV】）

		12123（NDS(PC設定)）

		12132（KTS(PC展開)）

		12137（KOS（PC設定））

		12144（東芝IT(北海道PC設定)）

		12149（NECｆ_札幌(PC設定)）

		12151（日立DX清田（派遣））

		12154（札幌ﾈｸｼｽ(SE_派遣)）

		12166（PG）

		12168（アルファネット(設定)）

		12174（プラザ(SB販促)）

		12177（ネットワールド(監視)）

		12185（HOM（PC設定））

		12188（新栄通信700Mhz）

		12190（NC【apple】）

		12191（日立DX清田（倉庫））

		12195（新栄700施工用）

		12199（OFE北海道（設定））

		12203（IIJ（保証協会））

		12208（NTTﾈｸｼｱ(ﾃｸｻﾎﾟ)）

		12210（日立モエレ（梱包））

		12211（ササキ輸送(FSｽﾎﾟｯﾄ)）

		12212（ｵﾑﾛﾝFE(ﾃﾞｰﾀ入力)）

		12213（NECF 札幌事務派遣）

		12218（ISFネット（派遣））

		16001（ｳﾁﾀﾞｴｽｺ(月末締め)）

		16017（PSC）

		16065（ＮＯＳ）

		16074（ハイパー）

		16080（日本サード・パーティ）

		16088（大興電子）

		16100（大塚商会）

		16104（ミツイワ）

		16112（JBｻｰﾋﾞｽ_旧JBTS月末締）

		16128（NSK）

		16169（インターピア）

		16173（MSS）

		16215（パシフィックネット）

		16247（NOC）

		16298（PSC（派遣））

		16299（日立ｼｽﾃﾑｽﾞ(翌々月)）

		16309（TG情報）

		16312（ｲﾝﾌｫｾﾝｽ（派遣））

		16315（日立KE（派遣））

		16318（パルソネット（派遣））

		16341（PSC（常駐_設計））

		16356（ウチダエスコ（派遣））

		16361（NECF(川崎派遣））

		16375（NECF_ドリコム社_常駐）

		16386（CEC（派遣））

		16387（MXM　常駐KTG）

		16392（日信IT 常駐_事務派遣）

		16393（NECF_派遣）

		16395（ES（HD常駐））

		16398（NECF 大宮事務派遣）

		16399（NECF 幕張事務派遣）

		16402（PSC）

		16405（JLR(ヘルプデスク））

		16407（新開TS（東京派遣））

		16408（EIZOSN_派遣）

		16409（PSC（戸田KTG））

		16412（CECCS（派遣_品川））

		16413（NECF_保守サPTN）

		16414（NECF_保守サ事業戦略）

		16415（NDEC_事務兼ｻﾎﾟｰﾄ）

		16416（富士通_ﾃﾞｰﾀｾﾝﾀ事務）

		16418（東芝IT（東京サ）CE）

		16419（ＩＣＴＦＳ（設定））

		16421（WT（展開統制））

		16422（ミライト（工事統制））

		16423（ﾜﾝﾀﾞｰﾃｸﾉｽ大崎KTG）

		16424（FSAS_厚労省統制）

		16425（NECF(流山派遣））

		16426（NECF(三宿PM補佐)）

		16427（トヨテック（派遣））

		16428（都築ﾃｸﾉ(PNET派遣)）

		16431（富士通（サポート））

		16433（ITFS_Pnet新宿）

		16434（トヨテック（事務））

		16435（新開TS（流通C））

		16436（SCSK(品川)）

		16437（富士通DCS（横浜））

		16438（ＦＩＰ（サポート））

		16439（EIZOSN_事務）

		16440（SBR（Whiz受付派遣））

		16441（トヨテック(人事異動)）

		17051（ソースネクスト）

		17093（DELL）

		17124（ｱｲﾛﾎﾞｯﾄ(ルンバ販売)）

		17136（プラス（販売））

		17173（PCデポ）

		17189（ゼウス）

		17257（FNJ）

		17266（ゼウス）

		17297（美商）

		17301（ｼﾈｯｸｽｲﾝﾌｫﾃｯｸ(ﾗｳﾝﾀﾞｰ)）

		17305（リザーブキーパー）

		17316（アソシ（ダリヤ推販））

		17320（アソシ（試飲試食））

		17337（U-NEXT(会員獲得)）

		17338（ネスレ（陳列））

		17349（凸版(そごう・西武)）

		17352（タカラトミー実演販売）

		17369（DELL(ﾗｳﾝﾀﾞｰ)）

		17373（DELL(内勤)）

		17384（凸版（とりせん））

		17387（エコバックス(販売)）

		17396（SB_C&S(Robot)）

		17401（寺岡（操作説明））

		17402（UberJapan（Sales））

		17408（凸版（単発イベント））

		17413（YLG（Bタバコ品管））

		17414（凸版（日産EV））

		17416（凸版(BAT)）

		17426（ネスレ(ﾍﾟｯﾄﾌｰﾄﾞ)）

		17427（MG(ｼｮﾋﾟﾓﾗｳﾝﾀﾞｰ)）

		17428（凸版（彫刻））

		17431（Uber(GLH)）

		17434（Uber(監視員)）

		17444（PayPay(販促)）

		17445（Uber(Recruiting)）

		17449（MEDIK）

		17450（システック（開発））

		17451（凸版(事務局)）

		17453（Uber(GLH派遣)）

		17454（TFR（新電力説明））

		17455（明治（推奨販売））

		17456（シブタニ（内覧会））

		17457（Uber(Eats_OB））

		17458（Uber(Rides_Sales)）

		17460（Uber(Rides_MA））

		17463（フマキラー(実演)）

		17468（OLM_M_営業）

		17470（凸版_Optune）

		17471（SB_レク_Whiz）

		17472（KSK_M_セミナー1909）

		17473（OLM_ﾄｩﾙｰｽﾘｰﾊﾟｰ販売）

		17475（店舗成長支援サービス）

		17476（SB_協業_Whiz）

		17477（日本電力(内覧会)）

		17479（ジョブオプ(訪販)）

		17480（YLG（B営業））

		17481（羽田未来総研（M））

		17482（SBC&S(Deecorp_Whiz)）

		19000（FSG直販_201）

		19030（ｿﾆｰﾏｰｹ(訪問設置)）

		19044（BIGLOBE）

		19074（NECダイレクト）

		19078（ソレキア）

		19098（SBMグルメソリューシ）

		19110（イージェーワークス（）

		19112（日本事務器（20日締））

		19117（NTTコムチェオ）

		19137（NESIC）

		19150（FrontierFactory）

		19165（ダイアナ）

		19166（日立ICT－BS）

		19194（ウチダエスコ）

		19197（イージェーワークス(）

		19200（ビジョン）

		19216（オーティ・コムネット）

		19225（システナ）

		19228（エブリ(保守)）

		19229（NCR）

		19230（サイオステクノロジー）

		19234（レスキューミー）

		19235（ARC）

		19238（大興テクノサービス）

		19239（ソレキア）

		19251（ソフトバンクテレコム）

		19260（グローリー）

		19264（東洋通信工業（FS））

		19280（日立KEsys(brain)）

		19281（Hi-Bit（AOSｵﾝｻｲﾄ））

		19283（ユビレジ（訪問設置））

		19284（ｺﾑｼｽﾈｯﾄ（ﾙｰﾀｰ設置））

		19299（NESIC(ルータ設置)）

		19300（富士通マーケ(POS)）

		19305（東芝テック（展開））

		19307（大塚商会(オンサイト)）

		19323（Wiz）

		19326（日本リビング保証）

		19328（ﾒﾃﾞｨｵﾃｯｸ(ﾐｴﾋﾟｶ)）

		19330（NESIC(東罐））

		19332（NEC（劇場案件））

		19337（NECF_POS展開）

		19339（キャリア（訪問設置））

		19340（東芝IT（FSG展開））

		19352（EIZOSN_東京_訪問設置）

		19353（WT（FSG））

		19355（ｱｸｾﾙ(訪問設置)）

		19358（NDEC(月末締20日払)）

		19365（SB(FSG_汎用ｵﾝｻｲﾄ)）

		19367（クラランス(FS)）

		19370（コプロシステム(FS)）

		19373（NEXS_FSG）

		19384（MXM（FSG））

		19389（大塚LA事業部（FS)）

		19394（ﾋﾞｯｸﾞﾛｰﾌﾞ(docomo光)）

		19409（ﾌﾗｲﾄｼｽﾃﾑ_FSG）

		19424（日立物流南関東）

		19436（ｿﾌﾄｸﾘｴｲﾄ(設定)）

		19449（TPG_ガラホ3000台）

		19453（SBR(Pepperｵﾝｻｲﾄ)）

		19456（SBF（現地設定））

		19457（ｼｽﾃｯｸ（オンサイト））

		19459（iFLAG（オンサイト））

		19464（YL（FM什器））

		19465（SB(TEMS)）

		19469（KMO（営業派遣））

		19470（東芝IT(青海)2）

		19473（日本調剤（ﾙｰﾀ入替））

		19477（MXM_Kit_SFC）

		19479（大塚商会（202））

		19486（SB(TUNO)）

		19492（NECL（しまむら展開））

		19494（EPARK_Kit_保守）

		19498（SB_Kit_FE保守）

		19499（新興（OG））

		19501（OTC(共立_ホテルKTG））

		19510（プリンス（富士ソフト）

		19512（日工テク(ルータ)）

		19515（加賀SOL（202））

		19518（コムシスネット202）

		19520（SB(TUNOライトプラン)）

		19522（SB_POLApjt(物販)）

		19529（ES）

		19532（SC(オンサイト)）

		19533（オートバックス）

		19535（OTC共立メンテ寮KTG）

		19538（ﾐﾗｲﾄX(TSUTAYA案件)）

		19547（DiDi_Kit_保守新規）

		19548（Nt_オンサ_PAYカメラ）

		19555（SB_POLA_TAB初期KTG）

		19556（SB_POLA_TAB保守）

		19559（ミライトTEC_蓄電池）

		19560（MB(PC現地設定作業)）

		19565（NECF_ﾌｧﾐﾏSAT端末入替）

		19568（OTC(共立Win10移行)）

		19574（日工テク(FG)）

		19575（ｺﾑｼｽﾈｯﾄ(STB_AN)）

		19576（NECF_ニトリ）

		19577（ダイナテック）

		19579（東芝IT_LTE-GW交換）

		19582（SB_OST_POLA無線AP）

		19584（SB_オンサ_大江戸）

		19586（SB_OST_アイセイ）

		19588（RJ_千葉敬愛大学導入）

		19590（RJ_芝山町導入KIT）

		19591（FJM_KITスリーボンド）

		19594（ﾅｶﾖ電子_PC展開）

		19598（オーキッドPC設定）

		19599（凸版_FS_日産_DITOS）

		19602（日工テク(アイセイ)）

		19603（日工テク(RIO)）

		19604（サダマツ(現地設置)）

		19610（ｼﾞｬﾊﾟﾈｯﾄ(YMｵﾝｻｲﾄ)）

		19611（ｳﾁﾀﾞｴｽｺ_ｳｴﾙｼｱPC展開）

		19613（RJ千葉興産PCKIT2019）

		19615（凸版_倉庫(BAT)）

		19616（日工テク(アイン)）

		19618（日本通運（神奈川東））

		19619（RJ群馬_澤藤電機PCKIT）

		19620（RJ千葉_ﾏﾌﾞﾁ_KIT）

		19621（RJ_千葉中央ﾒﾃﾞｨｶﾙKIT）

		19622（バディ(ADSL交換)）

		19623（オザックス（PC設定））

		19624（デジタル通信_FG）

		19626（新開TS(富士通)）

		19628（NOC(PC設置設定)）

		19630（NECF_ドトール）

		19631（NDS(東京FS)）

		19632（凸版（代行））

		19633（SB(いすゞ現地作業)）

		19634（IST_FS_JE様向け_2001）

		19635（RJ_上里東町2020）

		19636（Ingenico（IKEA））

		19637（OTC(共立ﾒﾝﾃ寮ﾙｰﾀKTG)）

		19638（凸版_墨田区_受動喫煙）

		19639（EPARKｽｲｰﾂ）

		19640（中電(ﾈｺﾘｺｷｯﾃｨﾝｸﾞ)）

		19641（RJ千葉_九十九里KIT）

		19642（RJ吉見町20PC導入支援）

		19645（エアウィーヴ（FS））

		19649（RJ川越高校PC導入支援）

		19651（日本調剤（軽作業））

		19653（日本事務器_劇場引継）

		19655（PSC(NTTｷｯﾃｨﾝｸﾞ)）

		31009（モデンナ（レンタルサ）

		31034（AC保守）

		31043（NTTCOM（開発））

		32300（5KS_HACCP（HW））

		33003（㈱大塚商会 商品部）

		33018（㈱大塚商会 T-αｽﾏｲﾙ）

		33020（大塚商会　ﾃｸﾆｶﾙｻﾎﾟｰ）

		33044（大塚商会 ﾀﾞｲﾚｸﾄ販売）

		33046（㈱大塚商会　ｱﾙﾌｧﾒｰﾙ）

		33055（ｻﾝﾜｻﾌﾟﾗｲ）

		33066（ｳﾁﾀﾞｴｽｺ）

		33070（ダイアナ）

		33092（富士ｾﾞﾛｯｸｽ(TC派遣)）

		33138（大明）

		33147（富士通ｺﾑMS）

		33156（日本光電）

		33184（日立システムズ）

		33228（ﾘｵ）

		33230（ｴﾇﾃﾞｯｸ）

		33234（トレンドマイクロ）

		33260（サイオステクノロジー）

		33268（プロネクサス）

		33291（日経リサーチ）

		33321（ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀ_ｶｳﾝﾀ確認）

		33330（ＯＣＡ【ＳＭＢＣ】）

		33339（アイエスティー）

		33344（ジャスト・プラン）

		33350（オズタック）

		33400（TCP）

		33407（システナ）

		33426（UCOM）

		33433（大塚LA事業部(CCS)）

		33439（東芝情報機器）

		33472（つなぐﾈｯﾄｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ）

		33481（アイ・イーグループ）

		33488（セディナ）

		33491（ﾚｲｺｯﾌﾟ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ(CCS)）

		33496（ｴﾌ･ﾈｯﾄ深川ﾃｸﾆｶﾙｾﾝﾀｰ）

		33503（NTTPCｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ）

		33510（ユビレジ）

		33514（ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀ東扇島）

		33518（富士ソフト）

		33519（大塚商会T-αｽﾏｲﾙ委託）

		33523（NTTPC派遣（CCS））

		33525（ｼﾈｯｸｽ(修理委託業務)）

		33527（ｼﾈｯｸｽ(受付委託業務)）

		33538（PSC（MDMｺｰﾙｾﾝﾀｰ））

		33542（ムビチケ）

		33547（αネットNOS）

		33550（ｾｰﾙｽﾊﾟｰﾄﾅｰ(CS)）

		33557（ｳﾁﾀﾞｽﾍﾟｸﾄﾗﾑ(solr）

		33561（CSKｻｰﾋﾞｽｳｪｱ(CCS業務)）

		33562（SIOS（speedoc派遣））

		33573（フロンティアＦ（CC））

		33594（環境ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ（ﾘﾓｰﾄ））

		33595（SBﾃﾚｺﾑ（電話ｻﾎﾟｰﾄ））

		33604（MXﾓﾊﾞｲﾘﾝｸﾞ(CC作業有)）

		33608（大塚商会(統合受付1)）

		33613（ｵﾌﾟﾃｨﾑ(ﾚﾍﾞﾆｭｰｼｪｱ)）

		33614（大塚商会管理センター）

		33643（FNJ（事務））

		33658（安心ダイヤル）

		33663（JEP(派遣)）

		33675（テックス（回線））

		33676（ハッソー（ISP））

		33677（ﾌｭｰﾁｬｰﾋﾞﾙﾃｯｸ(ISP)）

		33678（共立_名古屋（回線））

		33679（共立_札幌(ISP・回線)）

		33681（共立_ﾄﾞｰﾐｰ広島(回線)）

		33682（共立_関西(ISP・回線)）

		33684（共立_ｳｪﾙﾈｽ(ISP)）

		33686（ｵｰﾃｨｺﾑﾈｯﾄ(回線)）

		33687（共立_事務企画（ISP））

		33697（ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀ(ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ)）

		33701（ｱﾙﾄﾌﾟﾗﾝ(回線_ｻｰﾊﾞｰ)）

		33704（ﾒﾝﾊﾞｰｽﾞ(ITD-CCS)）

		33714（MHI（CCS））

		33717（ビジョン(テクサポ)）

		33719（大塚商会(ｱｲ･ｴﾑ･ｴｽ)）

		33723（IEG(検針OUT)）

		33726（SB(ｺｰﾌﾟ共済ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ)）

		33732（IEG(中古））

		33738（TIFF窓口）

		33740（IEG(ｼｺﾞﾄのﾐｶﾀ2)）

		33751（FSC（サポート窓口））

		33753（大塚商会（NOS））

		33755（学生会館ブリックス）

		33756（昭和有機（テクサポ））

		33757（ＭＳＬ(CC)）

		33758（OCA金融3進捗管理）

		33759（ＯＣＡ官公監視）

		33770（BB4Uヘルプデスク）

		33772（東邦(横浜CAD)）

		33773（大塚商会システム受付）

		33774（大塚お客様ﾏｲﾍﾟｰｼﾞ）

		33779（FNJ（残宅））

		33780（JG(CCS)）

		33783（バンザイ（入力））

		33785（ソフトバンク(JT案件)）

		33791（SBﾓﾊﾞｲﾙｷｯﾃｨﾝｸﾞ）

		33793（SB（ダイムラ））

		33797（SSS（受注））

		33798（CCS(SB：AeonCredit)）

		33802（CCS(MXM:長谷工案件)）

		33807（ギガプライズ）

		33811（P1事業部業務改善PJT）

		33812（ABEJA（ｱﾉﾃｰｼｮﾝ））

		33819（大塚統合夜間）

		33825（PP(不動産CCS)）

		33827（KEI(日大)）

		33829（マイケア(受注)）

		33830（SB:日本アクセス）

		33833（OLM(CCS)）

		33842（モダン(執筆・校正)）

		33853（FNETS（横浜派遣））

		33855（FNETS-SP派遣）

		33860（栗田工業　SE派遣）

		33861（NOS_派遣）

		33862（JBサービス（修理））

		33866（ATS社内SE）

		33868（日立KE(営業事務)）

		33869（サポートセンター派遣）

		33871（日立物流南（秦野））

		33873（日立物流（勝島））

		33874（KE(営業事務)＠宮村様）

		33875（HW_MCSY派遣WIN10）

		33876（MUS-BS(派遣)）

		33877（三井倉庫ロジ(本社)）

		33878（ｳﾁﾀﾞｴｽｺ_学校PC展開）

		33879（大塚(城西)JREM）

		33880（ソレキアPNET新宿）

		33881（ウチダエスコ_展開）

		33882（JBS（キッティング））

		33883（ｳﾁﾀﾞｴｽｺ_CE(岡田様)）

		33884（KE_SEサポート）

		33885（MIPD_SS_派遣1906～）

		33886（MXﾓﾊﾞｲﾘﾝｸﾞ(短期KTG)）

		33888（ｿﾚｷｱ大森機械工業PC）

		33889（ﾋﾟｱﾚｽ_派遣）

		33890（ﾌﾗｲﾄｼｽﾃﾑｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ）

		35002（登戸学寮(ISP･回線)）

		35026（ｲﾝﾎﾞｲｽ(ｺｰﾙｾﾝﾀｰ)）

		35028（ｵｰﾃｨｺﾑ(ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ)）

		35036（ﾙｰﾈｯﾄ(ﾊﾞｲﾘﾝｶﾞﾙ)）

		35070（ﾄﾞｰﾐｰｲﾝ八丁堀_ﾍﾙﾌﾟ）

		35151（FNJ（バイリンガル））

		35160（ｾﾝﾄﾗﾙﾚｼﾞﾃﾞﾝｽﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ）

		35169（ﾄﾞｯﾄｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ_保守）

		35212（加賀電子(ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ)）

		35214（ベンディアム（ヘルプ）

		35244（杉並女子(ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ)）

		35248（BMT（ヘルプデスク））

		35251（UCOM（メール））

		35258（ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸﾃﾚｺﾑ（ｷｯﾃｲﾝｸﾞ）

		35284（自社-ABC開発）

		35286（自社-予定案件管理）

		35341（SBR-Pepper(DEV)）

		35372（RJ_特別支援）

		36004（富士通FIP）

		36029（オレンジワン）

		36033（国際教育交換協議会）

		36054（EPARKCC）

		36057（TS（CCS)）

		36058（富士通ユニボ（CCS））

		36060（SB_SMTBpjt）

		36064（MXM_HD_SFC）

		36075（ルアン（CCS））

		36076（ビッグビート（入力））

		36077（SB_HD_ハロワ）

		36078（ｵﾘｴﾝﾀﾙ_書籍データ化）

		36079（MXM_KTG_SFC保守）

		36080（SB_KTG_住友信託保守）

		36083（SBC&S（IoT））

		36084（ITコムHP（OSGr)）

		36085（CAC（R社PCサポート））

		36088（freee_US_確申）

		36089（アダムス(CMP派遣)）

		36090（TS_エアロ(CCS)）

		36091（ｼｰｴｰｼｰ(横浜派遣)）

		36092（VTVジャパン（CC））

		36094（京福堂（新規受付））

		36095（ふるさと和漢堂（IB））

		36096（SUNCOM中国(700MHz)）

		36097（富士ゼロックス派遣）

		36099（カジタク(IC)）

		36101（MSJ（新規受付））

		36102（ぎょうせい（入力））

		36103（佳秀受注窓口（CCS））

		36105（栄興レントオール）

		36107（エアウィーヴHD）

		36109（TS_EK-TOP’s）

		36110（CCS（SBCSCPY））

		36113（NDP（データ整理））

		36116（SSCT運営支援）

		36117（全国土木(入力)）

		36118（MRH_ヘルプデスク）

		36119（NECF_入力URﾏﾆｭｱﾙ作成）

		36120（カイゲン(新規受注)）

		36122（SBﾘｿﾞｰﾄﾄﾗｽﾄ_運用窓口）

		36124（大塚：阪和興業）

		36125（凸版_テレマ_BAT）

		36126（新日本CSインバウンド）

		36127（ｼｰｴｰｼｰ(銀座)）

		36128（STV受注窓口）

		36129（ｱｲｵｲ･ｼｽﾃﾑ（入力））

		36130（クロレラサプライ通販）

		36131（IMI（延長保証窓口））

		36133（富士フィルム通販）

		36134（大塚（問合せ監視））

		36135（Clotho（新規受付））

		36136（大塚商会(BCP)）

		36137（SBC&S（AD））

		36138（HRC(新規受注)）

		36139（OS(LLHD)）

		36140（大塚(仕入Saas)）

		36141（日本通運CCS_神奈川東）

		36142（凸版_入力(BAT)）

		36143（大塚商会WEB移行相）

		36144（ﾍﾞﾈﾌｨｯﾄ_PCｻﾎﾟｰﾄ窓口）

		36145（NTTBAテンダ）

		36147（ｼｰｴｰｼｰ(有楽町)）

		36148（HW（アドミ））

		36149（GW代表受付窓口）

		36150（FCMK（新座市給報））

		36151（中電(ﾈｺﾘｺCC)）

		36152（大塚Web移行アウト）

		36153（WIS（SBC&SOB））

		36155（VBC_non-voice）

		36156（WELLCOMYNG(営業支援)）

		36157（NTTBA東テンダ）

		36158（MXM(東電工_CS)）

		36159（アルテリアメール）

		36160（PUC(水道局ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ)）

		36163（大塚（クラウド案内））

		39053（RM!個人様振込用コー）

		39058（NTTロジスコ）

		45052（日本コムシス（保守））

		45095（FNJ（工事））

		45102（大明株式会社）

		45148（協和エクシオ）

		45153（SBM（保守））

		45161（ｵｰﾃｨｺﾑﾈｯﾄ(工事)）

		45170（開発電子技術）

		45180（グッドライフ（保守））

		45183（Ergotron(工事））

		45203（コスモシステム）

		45231（大塚商会（工事））

		45243（SB）

		45266（FNETS(工事））

		45272（アルファネット(工事)）

		45280（【ｴｸｼｵﾓﾊﾞｲﾙ】3.5G）

		46004（富士通ゼネラル修理）

		46018（ACアンカー工事）

		46030（TPA（LED工事））

		46037（KCCS基地局）

		46039（FNJ　無線AP変更）

		46056（OTC（回線改善））

		46059（大塚（日信防災工事））

		46060（TPA（ﾊﾞﾀﾌﾗｲH大森南））

		46063（監理ｼｽﾃﾑ設置(ｲｵﾝ)）

		46067（あやめ通信（700MHz））

		46068（ＫＦＣＴ（au））

		46070（dnet設備改善）

		46071（レイクロ（IoT工事））

		46072（rk（工事＿大阪））

		46073（大塚商会（はせがわ））

		46075（s.s.p(700MHz)）

		46076（ミライト）

		47001（イッツ・コミュニケー）

		47003（千葉ﾆｭｰﾀｳﾝｾﾝﾀｰ）

		47004（財)研究学園都市コミ）

		47005（NTTPCｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ）

		47007（ｱﾄｽ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ）

		55002（ウインテック）

		58008（CSM（入力））

		58022（日本リビング（入力））

		58044（三浦印刷(データ入力)）

		58057（京都大学(データ入力)）

		58067（シャノン（入力））

		58072（I&D（入力））

		58086（日本トータル（JTKW））

		58089（日本リビング（太陽））

		58095（クレオ(データ入力)）

		58106（八光社(中古車_入力)）

		58120（KSK(目黒区給報)）

		58122（KSK（足立区給報））

		58123（KSK(西東京市給報)）

		58124（KSK(上尾市給報)）

		58126（KSK(名簿)）

		58136（SB（エコ配_入力））

		59002（ｱﾝｶｰ　3年保守）

		59011（MXﾓﾊﾞｲﾘﾝｸﾞ(CCS)）

		59013（Hi-Bit（Toppa!））

		59015（ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾗﾝ(CCS)）

		61001（C&S_OPｾﾝﾀｰ(営業事務)）

		61004（SB北九州(ﾃﾞｰﾀ入力)）

		61008（第一興商(ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ)）

		61009（東京海上日動）

		61012（光卸Tech（ﾃｸﾆｶﾙ））

		61014（なんでもｻﾎﾟｰﾄ(ﾃｸﾆｶﾙ)）

		61015（NTT小倉_光SC）

		61016（ソフトバンク（光卸））

		61029（DK(音声検閲データ)）

		61039（SB C&S(問合せ受付)）

		61042（SBC&S汐留業務支援）

		61043（JBS（C&S情シス））

		61044（SBMS(卸解約受電)）

		61046（SB C&S（P1派遣））

		61047（SB（卸解約受電））

		61049（HRC(新規受注)）

		61050（SBC&S(OUT_メアド)）

		61051（アスタリール（新規））

		68002（SBC(通信再委託)）

		68003（SBC(ｽﾏﾎ評価業務)）

		68006（NTT西(ﾃﾚﾏ業務委託)）

		68010（ｱｸﾄ関西(BCC_高殿)）

		68011（ｱｸﾄ関西(神戸BRC)）

		68012（ｱｸﾄ関西(光SC_堂島)）

		68013（ｱｸﾄ関西(FSC豊崎ｾﾝﾀｰ)）

		68017（ｱｸﾄ九州(熊本九品寺)）

		68020（ﾌｰﾄﾞﾘｴ(お客様ｾﾝﾀｰ)）

		68028（ﾐﾙ総本社(受付業務)）

		68033（ｴｲﾎﾞﾝ(ｽﾊﾟｰﾘﾝｸﾞｺｰﾙ)）

		68037（万田(ﾌﾟﾗｽ温_新規)）

		68038（万田(ﾌﾟﾗｽ温_過去)）

		68044（ﾐﾙ(定期継続_熊本)）

		68072（ゲンナイ（イン））

		68083（Ｎ西（リテンション））

		68084（MA（ＱＡ診断））

		68098（日清Ｆ（CRMテレマ））

		68099（マイケア（OB））

		68104（しまのや（アウト））

		68107（アクト関西（高津））

		68110（新日本（テレマ））

		68111（ｺﾝｼｪﾙｼﾞｭ（テレマ））

		68115（ｱｸﾄ関西（全戸一括））

		68119（N西光コラボ（常駐））

		68126（アトラ(株)派遣）

		68152（OLM(OB)）

		68158（アイコン（営業派遣））

		68161（NTT（PSTNﾏｲｸﾞﾚ））

		68168（NCL（アポテレマ））

		68169（JIMOS（アウト））

		68170（ｱｸﾄ(Cｻﾎﾟ））

		68173（ミイダス（OB業務））

		68180（大塚商会（派遣））

		68182（ｱｸﾄ(年金)）

		68183（山田養蜂場(アウト)）

		68188（ｱｸﾄ（ご愛顧））

		68189（ｱｸﾄ(ICT案件））

		68193（NTT(三重)）

		68197（NTT(ご愛顧)）

		68198（3PRO（ｴﾈｺﾑ））

		68199（N西（ﾋﾞﾘﾝｸﾞ））

		68200（N西(公衆電話)）

		68201（TP（光ギガ））

		68204（TP（DMJイン））

		68209（N＆P(受電業務)）

		68213（N西(残予算獲得））

		68214（NECF（アポ獲得））

		68215（CAC(受注受付・入力)）

		68218（京福堂（アウト））

		68219（アデコ（Cサポ派遣））

		68220（グラウド（営業支援））

		68221（レオコネ（epark））

		32001（マーズ）

		32005（ｼﾞﾔﾄｺｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ）

		32008（TIS）

		32021（シーイーシー）

		32026（メトロ）

		32027（TSC）

		32028（ＢＳＣ）

		32034（Ｆｓａｓ）

		32036（SST）

		32040（日産）

		32043（TOKAIコム）

		32045（Sky）

		32054（ＮＴＴコムテクノロジ）

		32066（TOKAIコム）

		32071（メトロ）

		32097（マーズ）

		32100（YEC(インフラ運用)）

		32122（HISYS(ﾈｯﾄﾜｰｸ設計)）

		32169（ﾕﾆｲﾝﾌｫｰﾒｰｼｮﾝ）

		32190（クレスコ（開発））

		32197（FEAST）

		32199（デイシス）

		32207（産機工事件名システム）

		32210（TOKAIコム（監視））

		32211（ドゥシステム）

		32220（NDS.TS（テスト））

		32227（TIS(ｿﾌﾄｳｪｱ開発)）

		32230（アマダエンジ①）

		32231（アマダエンジ②）

		32232（アマダエンジ③）

		32233（アマダエンジ④）

		32238（NTTコムオンサイト）

		32243（日本ｼｽﾃﾑ技術(TC派遣)）

		32245（パトロールチェック）

		32248（AISOL(受託開発)）

		32249（北杜学園(ｼｽﾃﾑ開発)）

		32251（オリエンタル白石運用）

		32253（ﾌﾞﾙｰｵｰｼｬﾝ(開発)）

		32255（東芝（機械設計））

		32256（小田原機器(開発)）

		32258（ﾀﾞｲﾚｸﾄﾜﾝ（運用））

		32261（小田原機器_開発_請負）

		32268（日立ｼｽﾃﾑｽﾞ(PC導入)）

		32269（エスコ(営業ツール））

		32271（ｳﾁﾀﾞｴｽｺ_保守_静岡）

		32278（ATS-ヘルプデスク）

		32281（OSS-スマーレ）

		32282（三菱 導入･開発･運営）

		32283（ＡＴＳ WebSSO）

		32284（ＡＴＳ(東京ｼｽﾃﾑ運用)）

		32287（東江ﾃｸﾆｶ_Join-Repo）

		32288（貝電（Join-Repo)）

		32289（mamasanワーカー）

		32291（MCSY-SAP）

		32292（DELLEMC-データ入力）

		32293（ProV-アプリ評価）

		32294（MCSY-個別PCKit）

		32295（MCSY-Java）

		32297（MCSY-標準PC）

		32298（千代田システム-楽々）

		32299（DELLEMC-サーバ）

		32301（CECサーバ）

		32303（日本デジコム（開発））

		32304（ATS-社内システム開発）

		32305（ハウスドゥ楽々東京）

		32306（MCSY-RPA）

		45018（APC）

		45282（CTCS（HPOO導入））

		45287（CTCS-NW設計/構築）

		51014（外務省）

		51019（TPG（SI））

		52005（産機ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ(SOLB)）

		52007（CTCS-システムテスト）

		52009（大塚（WEB-CTS））

		52012（Sky(業務系開発-東京)）

		52015（TPG-eラーニング）

		52016（オリエンタル白石）

		52021（日本システム技術-SAS）

		52026（日本システム技術-SAS）

		60001（産機システムズ販売系）

		60002（産機システムズ基盤系）

		60033（スリープロ(SODC)）

		69002（ＯＳＫ設計）

		69003（ＯＳＫ品管）

		69005（ＯＳＫ開発受託）

		69006（ＯＳＫ決済）

		69008（ＯＰＣ保守運用）

		69009（綾羽（開発･支援））

		69010（ＤＡＣＳＯＰ）

		69011（ＤＡＣＳ平常）

		69012（イシダ（開発））

		69016（ＡＴＳ(大阪ｼｽﾃﾑ運用)）

		69018（ＯＳＳシステム開発）

		69019（小田原機器(コンサル)）

		69020（スリープロ（ＰＣ））

		69021（スリープロ（ＪＲ西））

		69023（ＣＴＣＳ（運用設計））

		69033（木村工機(開発支援)）

		69035（NTTCSOL（SM業務））

		69036（ＡＴＳ(大阪ｴﾝﾄﾞﾕｰｻﾞ)）

		69037（ＡＴＳ(大阪外販SE)）

		69038（ＮＴＴk(ＲＰＡ)）

		69047（FTIシステム開発）

		69051（DIS（派遣））

		69057（イシダ（解析・修正））

		69067（YISSシステム開発）

		69068（ＯＳＳ品管）

		69072（OSKエア定STMWEB4,5）

		69073（OSKJREMEX10CT10/19）

		69086（KBI_WF開発支援）

		69087（富士通大津市（派遣））

		69097（OSKJREM EXW10 19施策）

		69107（MISシステム開発）

		69108（OSSJREM立会①②）

		69109（OSS小田急立会）

		69112（OSKまもレール）

		69113（OSK都交ﾒﾄﾛ共通ｸﾞｰﾊﾟｽ）

		69116（SB C&S（RPA準委任））

		69117（OSSﾋﾞﾙﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ・帳票）

		69118（OSKJREMEX20step1）

		69119（OSK小田急19施策）

		69120（頌徳会WF保守）

		69121（OSS東急MM立会）

		69122（OSKJR西70STM検証）

		69123（OSKEV20レアカード）

		69124（OSKｸﾞｰﾊﾟｽｸﾗｳﾄﾞ化）

		69130（OSK新駅3所EV20）

		69131（OSK小田急券売機19.共）

		69133（OSK東メトロ駅都度DB）

		1824034（中西製作所様CC構築）

		1824043（リアルワン様向け次期）

		1831022（DAクラウド開発）

		1910020（全労済全体コード2019）

		1910065（大塚商会　契約系マイ）

		1910066（大塚商会　配送Cマイ）

		1910068（ＳＯＫ次期警備画像Ａ）

		1910069（社内ワークフロー（W）

		1910070（全労済開発（目標実績）

		1910071（全労済職域システムT）

		1910073（消防試験研究センター）

		1910074（サーバOSバージ）

		1922002（そごう管理2019）

		1922014（そごう・西武様POS）

		1924021（りそなｶｰﾄ履歴保守）

		1924047（コープ九州様CC構築）

		1924048（大阪LCセンター様向）

		1924052（ファーストカム様向け）

		1924053（ダイヤルサービス様向）

		1924055（そんぽ2期開発）

		1924056（ソリマチデコールバー）

		1931021（新DWH BI基盤構）

		1931022（楽天Edy JDeb）

		1931024（NESナレッジソリュ）

		2010002（逆NET警備システム）

		2010004（大塚商会　契約系シス）

		2010005（大塚商会　Ｃ機系２０）

		2010006（大塚商会　総務系・配）

		2010008（大塚商会　ＫＢＫ・受）

		2010017（心電図解析システム保）

		2010020（全労済ＰＪ全体管理コ）

		2010021（全労済（自治労システ）

		2010047（各種証明書発行ツール）

		2010048（全労済（自治労）職域）

		2010049（ＥＢ保守２０２０）

		2010050（NICT勤務時間管理ｼｽﾃﾑ）

		2010051（ＳＯＫ運用支援）

		2010052（ichimill開発支援）

		2010898（その他雑プロジェクト）

		2022001（NTTﾃﾞｰﾀ流通阪）

		2022002（NTTﾃﾞｰﾀ流通そ）

		2022003（ＮＴＴﾃﾞｰﾀ流通F）

		2022004（NTTﾃﾞｰﾀ金融S）

		2022006（NTTﾃﾞｰﾀ先端技）

		2022007（NTTﾃﾞｰﾀ先端技）

		2022008（NTTﾃﾞｰﾀ先端技）

		2022009（そごう西武様POSシ）

		2022010（NTTデータ流通SSPOS）

		2022011（NTTデータ先端技SMBC）

		2024002（ＣＲＭクラウド２０２）

		2024003（通販クラウド２０２０）

		2024004（製品ライセンス費２０）

		2024005（保守（ＣＲＭ・ＣＴＩ）

		2024006（保守（通販・販売管理）

		2024007（保守（受付システム））

		2024008（スポット作業（ＣＲＭ）

		2024010（スポット作業（受付シ）

		2024014（ごきげんカウンター）

		2024015（ごきげんモニター）

		2024016（ごきげんバックアップ）

		2024018（大京向け発信規制ＡＰ）

		2024020（ソフトフォン中間アプ）

		2024021（りそなカード取引履歴）

		2024044（プルデンシャル様向け）

		2024051（ナックデコールバージ）

		2024052（ＮＥＣインフロンティ）

		2024054（SB C&S様 ﾃﾞｺｰﾙｸﾗｳﾄﾞ）

		2024056（アステムデコールバー）

		2024057（野村ｱｾｯﾄﾃﾞｺｰﾙ2020）

		2031001（楽天Edyセンター開）

		2031002（楽天DC開発2020）

		2031003（楽天Edy運用保守2）

		2031004（SBT常駐支援202）

		2031005（高津SSPOS開発支）

		2031006（高津外食POS開発支）

		2031007（高津POSヘルプセン）

		2031008（storeGATE2）

		2031009（JSPS向けシステム）

		2031010（JICA向けシステム）

		2031011（SMBC外為開発支援）

		2031012（EP共通基盤Gインフ）

		2031013（顧客情報管理システム）

		2031014（OCTG/HCTG運）

		2031015（DAクラウド支援20）

		2031016（KSK基盤保守支援2）

		2031017（緊急通報システム保守）

		2031018（大塚商会向け購買物流）

		2031019（ベンダーサービス保守）

		2031020（玉川外食向けSE支援）

		2070002（ＫＳＫセンターシステ）

		2070008（ドコモシステムズ開発）

		2070014（財務システム保守・経）

		2070018（ＫＳＫ債権管理/報告）

		2070028（フィナンシャル運用作）

		2070033（JICA・NICT・）

		2070034（システム保守サポート）

		2070036（調剤POS支援2020）

		2070037（東海大R20ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ）

		32016（アマダ）

		32117（アマダ）

		32118（アマダ）

		32124（アマダ）

		32196（TPG(総務））

		32204（ISB（東京保守運用））

		32262（テックインフォ開発）

		32274（ATS-Java）

		32276（BO(請負））

		32307（BSC＿開発（受託））

		32308（コサウェル (派遣)）

		32310（ATS-新コラボ関連）

		32311（NTT先端技インフラ）

		51015（ｷｰｳｪｱｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ）

		52003（CTCS(C#.NET)）

		52004（産機(Windows10)）

		52006（ｽﾘｰﾌﾟﾛ(DELL&Nestle)）

		52024（ﾌｫﾝﾃｰﾝ外注費管理）

		52027（CTCS-サポート業務）

		60036（CTCS(ｲﾝﾌﾗ運用)）

		69001（ＯＳＳ品質保証）

		69007（ＯＳＫ検証受託）

		69031（ＯＳＳ（業務受託））

		69076（OSK東急運賃看板19施）

		69088（頌徳会_WF開発1）

		69104（OSK18相互利用検証2Q）

		69110（OSS次世代監仕様検討）

		69114（ヤンマー受託開発）

		69126（HW(汎用_RPA)）

		69128（HW(汎用_品クリ)）

		69129（OSKつくばV8/V8EVX19）

		69132（OSK東急小田急運サ）

		69134（OSSmeemoテスト）

		69135（OSKJR西遠隔STM更新）

		69136（OSK箱根登山V819施策）

		69137（OSKJREMEX10Step）

		69138（OSK多摩モノ券19施策）

		69139（綾羽（RPA））

		69140（OSKKIAS検証STMTG）

		69141（OSK開発次世代案件）

		69144（OSK検証東武看板）

		69145（OSK検証横浜高速）

		69146（ＮＴＴk(WF)）

		61021（C&S東京C（営業事務））

		61023（TP（福岡CC））

		61031（WCM（インバウンド））

		61032（WIS_FNJ）

		61033（TP_FNJ（CS））

		61034（TP（マイケア））

		61036（TP（ルアン））

		61037（SB C&S(営業OB)）

		61038（営業推進）

		68079（東通（健食アウト））

		68118（TP(日本HPアウト)）

		68125（TP（マイケアイン））

		68140（ＳＢ（廃止抑制））

		68159（TP（コープ新規受付））

		68162（京都通信（営業派遣））

		68165（CSM（テレマ））

		68167（WIS（SBC&Sテレマ））

		68174（東通（スイスアウト））

		68184（コラボス（アポ獲得））

		68185（NTT（ﾏﾝｼｮﾝ））

		68190（TP（MXM））

		68191（3PRO(ｷｬｯﾁ））

		68192（TP（世田谷アウト））

		68194（TP（VISIONイン））

		68203（協業セミナー（JBM））

		68205（TP（STV新規受付））

		68206（TP(富士フィルムイン)）

		68207（TP(オートデスク)）

		68208（TP(トレンドマイクロ)）

		68210（情報工房（SAOB））

		68211（TP(TM_Chat＆Mail)）





PL

						2019年10月期
（2018年11月ｰ2019年4月） ネン ガツ キ ネン ガツ ネン ガツ		2020年10月期
（2019年11月ｰ2020年4月） ネン ガツ キ ネン ガツ ネン ガツ		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲン リツ

				　売上高 ウリアゲ ダカ		8,604		9,183		+578		+6.7%

				　　売上原価 ウリアゲ ゲンカ		6,545		6,910

				　　売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		2,059		2,273

				　　販売管理費 ハンバイ カンリヒ		1,615		1,823

				　営業利益 エイギョウ リエキ		444		444		+0		+0.1%

				　　営業外収益 エイギョウ ガイ シュウエキ		34		12

				　　営業外費用 エイギョウ ガイ ヒヨウ		6		10

				　経常利益 ケイジョウ リエキ		472		447		▲25		▲5.3％

				　　特別利益 トクベツ リエキ		ｰ		109

				　　特別損失 トクベツ ソンシツ		ｰ		118

				　　税金費用 ゼイキン ヒヨウ		195		168

				　四半期純利益 シハンキ ジュンリエキ		259		269		+10		+3.9％











ＢＳ

						2019年10月期 ネン ガツ キ		2020年10月期 ネン ガツ キ		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲン リツ

				　　流動資産 リュウドウ シサン		5,535		5,937

				　　固定資産 コテイ シサン		2,261		2,406

				　資産合計 シサン ゴウケイ		7,797		8,343		+546		+7.0％

				　　流動負債 リュウドウ フサイ		3,308		3,520

				　　固定負債 コテイ フサイ		1,190		1,310

				　負債合計 フサイ ゴウケイ		4,499		4,831		+331		+7.4％

				　　株主資本 カブヌシ シホン		3,193		3,392

				　　その他 タ		105		120

				　純資産合計 ジュンシサン ゴウケイ		3,298		3,512		+214		+6,5％

				　自己資本比率 ジコ シホン ヒリツ		41.3%		41.2%
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ユニークワーカー数・斡旋数推移 

 ユニークワーカー数（FY2020積み上げ） お仕事斡旋数（創業来積み上げ） 
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シェアオフィス会員数・稼働率推移 
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2018/11 2018/12 2019/1 2019/2 2019/3 2019/4 2019/5 2019/6 2019/7 2019/8 2019/9 2019/10 2019/11 2019/12 2020/1 2020/2 2020/3 2020/4 

   会員数 3,523 3,592 3,704 3,806 3,877 3,998 4,042 4,177 4,243 4,267 4,272 4,322 4,359 4,387 4,416 4,483 4,544 4,551 

    稼働率 77.1% 78.6% 82.0% 84.6% 86.7% 90.3% 90.4% 92.6% 93.2% 92.4% 91.2% 91.1% 90.0% 91.2% 91.7% 92.6% 92.3% 90.8% 

    ドロップ 
    イン数  

                            882 923 960 960 



14 

新型コロナウイルス感染症の事業に与える影響 

シェアリング 
エコノミー事業 

オンデマンド 
エコノミー事業 

・リモートオフィスの需要増でバーチャル会員・コワーキングスペース登録者数 
 は堅調に推移するものの、外出自粛により一時的に個室オフィスの利用者は減 
 少 
 
・今後も、テレワーク・在宅勤務を実施する企業は増えることが予想されており、 
 課題である就業場所について、当社の提供しているロープライスで利用可能な 
 リモートオフィスの需要拡大が想定される 

・再び感染拡大が生じ、緊急事態宣言や大幅な自粛要請が発令された場合には、 
 商談機会の減少による受注確定や業務完了遅延、個人店舗向けオンサイトサー 
 ビスや客先常駐型SESの投資抑制による減少 
 
・これまでの自粛環境、これからの自衛環境下での在宅でのショッピングに関す 
 るコンタクトセンター需要 
 
・今後は、就業希望者の増加による受注件数の拡大や文教市場におけるＩＣＴ投  
 資、民間企業におけるテレワーク投資等の急速な需要拡大が想定される 

  従業員の安全確保を第一に考え、３月下旬から原則在宅勤務体制へ移行 
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Ⅲ. 2020年度10月期第２四半期  
Topics 
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ファシリティの強化 

・コールセンターの増床 
 

  福岡コールセンター増床のため福岡センター移転 
 

  新宿コールセンター増床のため本社移転 
 

  大阪コールセンター増床のため大阪センター移転予定 
 

  百道浜コールセンター新規開設 
    

・キッティングセンターの増床 
 

  東京キッティングセンター大幅増床   



「配達×ギグエコノミーの融合」で働き方の多様化 

Gig economyの支援 

 配達 × Gig Economy 
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５Gへの対応と今後の展望 

超高速 ・ 超低遅延 ・ 多数同時接続 

インフラ構築  ５Gインフラを活用した様々なサービス 

・基地局設置場所確保の営業業務（置局） 
 
・プレ５G基地局の設置工事 
 
・既存基地局へのプレ５G対応工事 

・IoT関連機器の設置・設定業務 
 
・５G機器・サービスのコンタクトセンター 
 
・ローカル５Gネットワーク構築 



19 

新サービス「ワンストップ アシスト」 

・緊急対応・リコール対応時に窓口・物流・現地対応を一括で提供するサービス 
 
・ギグワークス・NTTマーケティングアクト・ウィングの３社連携サービス 
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藤田観光株式会社との業務提携 

 
■THE HUB新宿ワシントン 
所在地：東京都新宿区西新宿3-2-9 
             新宿ワシントンホテルビル本館2F 
開業 ：2020年2月14日 
規模 ：個室オフィス55室、 
          ワークステーション120席 

■THE HUB東京ベイ有明ワシントン 
所在地：東京都江東区有明3-7-11 
    有明パークビル20F 
開業 ：2020年3月17日 
規模 ：個室オフィス13室 
    ワークステーション115席 

～新宿＆東京ベイ有明ワシントンホテルとのコラボレーション実現 ～ 
“泊まる、働く、遊ぶ”をシームレスに 国内初「ワークプレイス付きホテル」誕生  

“いい仕事は、いいオフィスから”をコンセプトに、 
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~ Combining technology innovation  
      and service to improve life ~ 

私たちギグワークスグループは、今後も 
新しい技術の普及のために邁進してまいります 
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子会社統合 

営業・採用活動の一体化や管理コストの削減を目的に子会社の合併を決定 

2月1日をもって子会社７社が３社へ。更なる収益性向上を目指す 

アセットデザイン × Ｅ．ＰＲＯ 

スリープロ × WELLCOM IS × ＪＢＭクリエイト 

ヒューマンウェア × オー・エイ・エス 

アセットデザイン株式会社 

ギグワークスアドバリュー株式会社 

ギグワークスクロスアイティ株式会社 
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Ⅳ.  NewTopics 



24 

北大阪エリアにシェアオフィスOPEN 

“THE BASE 北大阪” 誕生！ 

 
■THE BASE北大阪 
所在地：大阪府吹田市広芝町10-8 
開業 ：2020年6月2日 
規模 ：鉄骨造・地上8階建/135室 
          ワークステーション120席 

～ｗｉｔｈ コロナ～ 
 

通勤環境 
公共交通機関の利用を無くすことによ
る通勤時間、感染リスクの低減 
 

就業環境 
サテライトオフィスとして利用する事
で、３密になりがちなオフィスワーク
での感染防止 
 

ワークライフインテグレーション 
生産性・効率性の向上、多種多様な生
活環境に合った働き方の提供 
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GIGAスクール構想 

ＰＣキッティング・インフラ整備等 
各学校への端末設置などを提供 

※文部科学省 「未来の学び」構築パッケージ より出典 

小学校プログラミング教育必須化 

https://www.mext.go.jp/content/20200219-mxt_syoto01-000003278_501.pdf
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新プラットフォームの構築 

◆「Jobpro」をリニューアルし新しいプラットフォームを構築中 
 
◆多様化する「働き方」を全面的にサポートできる仕組みへの進化 

現在開発中 
 

近日OPEN（予
定） 
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4年連続 ”なでしこ銘柄” 取得 

～ 一人ひとりが夢を実現できる社会を目指して ～ 
 

社会の発展、健康の増進、教育の改善に寄与する活動に参画し、 
心身ともに充実した働き方の改革に取り組む 

なでしこ銘柄においては、東証2部企業では唯一、サービス業種 
にては初の四年連続での認定となりました 
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Ⅴ.  株主・社会貢献 



2020年10月期の配当を増配予定 

継続的に配当を実施できる収益基盤が整ったことにより 
ステークホルダーである株主に対して利益の還元を実施 

株主の利益に貢献 － 配当について － 
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2016年 2017年 2018年 2019年 2020年（予想） 

5円 3円Up 

0円 

6円Up 

8円 

14円 

18円 
4円Up 



2018年10月期より株主優待制度の導入を決定 
１．こども商品券 (1単元以上1,000円) ２．自社でマイニングした 

  ビットコイン贈呈 (1単元以上1,000円) 

３．公益財団法人ＳＢＳ鎌田財団への寄付(1単元以上1,000円) 

株主の利益に貢献 －株主優待－ 
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最終利益の1%を 

社会の発展、児童福祉施設へ寄付 

理念の実現 －地域社会への貢献－ 

31 

～当期実績～ 
社会的養護を受ける児童を支援するSBS鎌田財団へ寄付 448万円 
新型コロナウイルス感染症対応の活動資金として日本赤十字社へ寄付 100万円 
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Ⅵ. 事業概要 



Wi-Fiアンテナ営業 
コールセンター 

インターネット接続設定 

店頭での家電販売 
スイッチルーター設置 

クレジットカードシール貼り 

パソコン初期設定 

ロボットキッティング 

出前サービス店舗営業 

量販店巡回業務 

店頭POP設置 

アンテナ基地局設置 

TVアンテナ設置 

事務作業 

法人向け営業 多言語コールセンター 

写真・動画撮影 

データ入力 

画像カット業務 

システム開発 

ネットワーク構築 

ネットワーク構築 

バス停工事 

 毎月 
 

１０００社 
 

以上からの依頼 
スキャン代行 FTTH販売 ウィルス駆除 

データ消去 デコールシステム導入 メールサポート アノテーション業務 

粗大ごみ受付センター 選挙投票所受付・開票作業 システム移行立ち合い 

ファームウェアアップデート HEMS設置・設定 通訳 ATM基板取り換え 
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さまざまな業務の実績 



34 

ビジネスモデル 

Gig Economy 
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Life Style・Stageに合わせた働き方 

副業 

正社員 

フリー 
ランス 

テレ 
ワーク 

ノマド 
ワーク 

派遣 
社員 

在宅 

働き方改革 
＋ 

Diversity 

契約 
社員 

働き方はもっと自由でいい 



Grow Up 

Skill Up 

Gig 
Worker 

FreeLancer 

Revenue Up 

Office Share Time Share 
36 

オンデマンドサービス 

プロフェッショナルサービス 

シェアリングサービス 

事業リレーション 

働き方改革 
＋ 

Diversity 

Start UP 
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New Economy 

Gig × On-demand 

On-demand × Share 

Gig × Share 

・リコール対応 
・待機業務 
・Rescue Me! 

・バーチャルオフィス 
・在宅での入力業務 
・世論調査 
・ホテル併設型のコワーキング 

・タイムシェアコンタクトセンター 
・コワーキングスペース 
・キッティングセンター 

単発短期 即時対応 
Gig Economy 

On-demand 
Economy 

Sharing 
Economy 
資産共有 

・wifiトラブル対応 
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Ⅶ.  会社概要 



会社名  : ギグワークス株式会社 
      （ GiG Works Inc, ） 
 

創業  : 1996年4月 
 

資本金  : 10億43百万円 
 

本店所在地  : 東京都港区虎ノ門2-10-1 
 

グループ売上高 : 175億8,400万円(2019年10月期) 
 

代表者  : 代表取締役社長 村田 峰人 
 

従業員数  : 834名(グループ社員数,2019年10月末現在) 
 

登録スタッフ数 : 125,000名 
 

株式上場  : 東証二部  証券コード: 2375 
 

取得資格  : 一般電気通信工事業, 
    特定電気工事業 
 

URL  : https://www.gig.co.jp/ 

ギグワークス株式会社 会社概要 
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社会の労働問題を解決し、世の中に新しい価値が
生まれるワクワク感を提供するギグワークスの姿
勢をロゴにしました。 

ギグワークス株式会社 (英語表記：GiG Works Inc.) 

2019.8.1社名変更 2019.9.2本社移転  



Corporate Groups 
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持株会社 

ギグワークス株式会社   東京都港区虎ノ門2-10-1 

オンデマンドエコノミー事業（オンデマンドサービス） 

ギグワークスアドバリュー株式会社    

オンデマンドエコノミー事業（プロフェッショナルサービス） 

ギグワークスクロスアイティ株式会社   

シェアリングエコノミー事業 

株式会社アセットデザイン   

フィンテック事業、その他 

ギグワークス・アドバンス株式会社 



 ボードメンバー 

代表取締役社長 村田 峰人 
 
1997年 ㈱ウィルクリエイト入社 
2007年 SPRING㈱代表取締役就任(現任）  
2014年   当社代表取締役就任（現任）  
2015年 村田ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ代表取締役就任(現任） 

取締役会長 関戸 明夫  
 
1972年 東京海上火災保険㈱入社 
1995年 ㈱シネックス取締役社長就任 
2007年   ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙBPO 代表取締役社長 就任 
2014年 当社取締役会長就任（現任） 

取締役    小島 正也 
 
1988年 野村証券㈱入社 
2009年 TRNｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ㈱(現店舗流通ﾈｯﾄ㈱)取締役就任 
2011年   高木証券㈱コンプライアンス部長就任  
2017年 当社執行役員管理本部長就任(現任) 

取締役     松沢 隆平 
 
2002年 税理士法人あおい経営支援入社 
2010年 当社入社 
2012年 当社財務経理部長就任 
2015年 当社執行役員CFO就任（現任） 

取締役   浅井 俊光 
 
1999年 当社入社 
2012年 スリープロ㈱取締役就任 
     ｽﾘｰﾌﾟﾛｳｨｽﾞﾃｯｸ㈱(現ｷﾞｸﾞﾜｰｸｽｸﾛｽｱｲﾃｨ㈱)取締役就任 
2016年 当社事業開発部長就任 
2017年 当社執行役員事業開発部長就任(現任) 
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社外取締役 平野 伸一 
  

1979年 ｱｻﾋｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ㈱入社 
2011年 ｱｻﾋﾋﾞｰﾙ㈱ 常務取締役･営業統括本部
長就任 
2013年 同社 専務取締役･営業統括本部長就任 
2015年 同社 取締役副社長就任 
2016年 同社 代表取締役社長就任 

社外取締役 木下 俊男  
 
1966年 クーパースアンドライブランドジャパン入所 
2005年 中央青山監査法人 東京事務所 国際担当理事就任 
2007年 日本公認会計士協会 専務理事就任 
2013年 同協会 理事就任 
     公認会計士木下事務所 代表就任（現任） 
[重要な兼職の状況] 
 パナソニック株式会社 社外監査役 
 株式会社ＡＤＫホールディングス社外取締役監査等委員会委員長 
 株式会社クールジャパン機構(官民ファンド) 社外監査役 

社外取締役  土屋 敦子 
 
1995年   ﾄﾞﾚｽﾅｰ･ｸﾗｲﾝｵｰﾄ･ﾍﾞﾝｿﾝ証券㈱入社 
2004年 ｼﾀﾃﾞﾙ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ･ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 
2006年 ﾒﾘﾙﾘﾝﾁ日本証券㈱ﾏﾈｰｼﾞﾝｸﾞ･ﾃﾞｨﾚｸﾀｰ 
2008年 ｱﾄﾑ･ｷｬﾋﾟﾀﾙ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ㈱代表取締役就任（現任） 

 ボードメンバー(社外) 
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常勤監査役 島田 健一 
  

1971年 三菱銀行入行 
1999年 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ信用保証㈱常務取締役就任 
2001年 ㈱ｱｯｶﾈｯﾄﾜｰｸｽ執行役員財務･経理本部長就任 
2009年 三菱ｵｰﾄﾘｰｽﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ㈱代表取締役副社長就任  

社外監査役 加地 誠輔 

社外監査役 森﨑 純成  
 
1976年 東洋信託銀行㈱入行 
2005年 同社 執行役員営業第7部長就任 
2008年 日本ｼｪｱﾎﾙﾀﾞｰｻｰﾋﾞｽ㈱代表取締役就任 
2013年 日本調剤㈱企業情報部長就任 
2015年 日本取引所ｸﾞﾙｰﾌﾟ㈱審査役就任 
2018年 ﾀｽｸ･ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰｽﾞ㈱取締役会長就任（現任） 

 
1966年 野村証券㈱入社 
1996年 ㈱日本商工ﾌｧｲﾅﾝｽ代表取締役就任 
2001年 ㈱ｵﾘｶｷｬﾋﾟﾀﾙ取締役副社長就任 
2005年 ｱｸｾﾘｱ㈱常勤監査役就任（現任） 

社外監査役  江木 晋 
 
1997年 鹿内･上田･犬塚法律事務所入所 
1998年 日弁連代議員就任 
1999年 第二東京弁護士会常議員就任 
2000年 清水直法律事務所入所 
2005年 角家･江木法律事務所開設（現任） 

 ボードメンバー(監査役) 

44 



◆本資料もしくは口頭による説明において、歴史的事実でないものは、一定の前提の下に作
成した将来の見通しです。これらは、現在入手可能な情報を基にギグワークス株式会社が
判断したものであり、リスクや不確実性を含んでおります。 

 
◆本資料は、株主・投資家等の皆様にギグワークス株式会社の経営方針、計画、財務状況等

の情報をご理解いただくことを目的としており、利用者に対して、当社の株式の購入、売
却等、投資を勧誘するものではありません。投資に関する決定は、利用者ご自身の判断に
おいて行われるようお願いします。 

 
◆情報･資料の掲載には注意を払っておりますが、掲載された情報の内容またはその誤りにつ

いては保証するものでは御座いませんので、ご了承願います。 

◆連絡先 
ギグワークス株式会社  ＩＲ担当 < ir@gig.co.jp > 
〒105-0001 
東京都港区虎ノ門2-10-1 虎ノ門ツインビルディング東棟10階 
Phone：03-6832-3260 

 本資料における注記事項 他 
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