
 
 
 

気になる項目があれば 

お気軽にお問い合わせください。 
 

一般的な企業で調達・購買している項目の概要と、今サービスでご案内した場合のコスト

削減率の一覧です。 

気になる項目がございましたらお気軽にお問い合わせください。 

 

 

◆OA 機器関連のコスト削減 
 
□携帯電話料金のコスト削減 
  平均コスト削減率３５% 

  ３大キャリアの相対プランから、期間限定の携帯電話料金の格安プランまでをご提案し 

ます。 

 
□固定電話料金のコスト削減 
  平均コスト削減率３５% 

  ３大キャリアの相対プランから、光電話やクラウド PBX による削減、フリーダイヤル 

  の削減もご提案します。 

 

□印刷・複合機のコスト料金削減 
  平均コスト削減率３５% 

  機器購入費・カウンター料金の削減から、１年間レンタル複合機・定額刷り放題プラン 

等、様々な複合機の料金削減プランをご提案します。 

 

□インターネット回線のコスト削減 
  平均コスト削減率１０% 

  貴社に合った最安値のインターネット料金プランをご提案します。 

 

□パソコン・OA 機器中古販売 
  平均コスト削減率１５% 

  パソコン購入代金の削減に繋がる中古のパソコンをご案内します。中身は新品の格安リ 

ファーブリッシュパソコンで価格は２.７万からございます。 

 

□OA 機器/PC 故障トラブル 
  平均コスト削減率１０% 

  PC/OA 機器のトラブルを即日解決するソリューションをご提案します。 

 

 

◆輸送・交通費のコスト削減 
 
□高速道路料金のコスト削減 
  平均コスト削減率３０% 

  高速道路料金のコスト削減の決定版！！NEXCO 発行の ETC コーポレートカードを 

１か月分のご利用明細でコスト削減の診断が可能な項目 



使うだけで、NEXCO 管轄道路は最大 40%、首都高速・阪神高速は最大２０%の割引に

なります。 

 

□旅費交通費のコスト削減 
  平均コスト削減率２０% 

  コールセンター付の旅費管理システムを無料で導入します。旅費は２０%コスト削減し、

社員様の工数の削減にもなります。 

 

□郵送費(DM・郵便物)のコスト削減 
  平均コスト削減率１５% 

  １回の投函数が２０００通以上であれば特別割引を適用し、郵送代金のコスト削減をし

ます。 

 

□物流費(倉庫・梱包・配送)のコスト削減 
  平均コスト削減率５% 

  倉庫は場所、㎥単価の適正化、ピッキングから配送までのワンストップの見直しするこ 

とで倉庫のコスト削減、梱包・配送費のコスト削減のご提案をします。 

 

□海外向け空輸代のコスト削減 
  平均コスト削減率１５% 

  FedEx、UPS、DHL、中国向けの空輸の特別割引を活用し、海外向け空輸のコスト削減を 

ご案内します。 

 

□通関・運送費のコスト削減 
 平均コスト削減率１０% 

 船便、通関、国内運送までをワンストップで格安にてご案内しコスト削減の提案をし 

 ます。 

 

 

◆消耗品のコスト削減 
 

□冊子・パンフレットなどのコスト削減 
  平均コスト削減率１０% 

  紙の仕入れから実施するので印刷物を格安にてご案内致します。 

 

□ビニール(買い物用・梱包用)代のコスト削減 
  平均コスト削減率５% 

  海外から直接仕入れることにより中間コストを省くので、ビニール調達費のコスト削減

が可能です。 

 

□備品・消耗品料金のコスト削減 
  平均コスト削減率５% 

  商品＋物流＋頻度等を再考して備品・消耗品のコスト削減を実施します。 

 

□飲食関連消耗品料金のコスト削減 
  平均コスト削減率５% 

  飲食店向けの備品・消耗品を、物流、頻度等を再考してコスト削減を実施します。 

 

□レジロール・用紙費のコスト削減 



  平均コスト削減率１０% 

  紙から製造し、保証付の格安レジロール・用紙でコスト削減を実施します。 

 

□小型バッテリー交換費用のコスト削減 
  平均コスト削減率２０% 

 新品同様の再生バッテリーにてバッテリーの交換費用を削減します。 

 

 

◆採用に関するコスト削減 
 

□採用費のコスト削減 
  平均コスト削減率２０% 

  第二新卒採用をターゲットにした人数コミット型紹介採用で採用費のコスト削減が 

可能になります。 

 

 

◆外注・業務委託のコスト削減 
 
□清掃費のコスト削減 
  平均コスト削減率１０% 

  自社清掃員の専門清掃で清掃費用のコスト削減が可能になります。 

 

□グリストラップ費用のコスト削減 
  平均コスト削減率１５% 

  全国対応のネットワークで今と質を変えずにグリストラップ費用のコスト削減のご案内

をします。 

 

□事務 BPO・経費精算システム 
  平均削減率２０% 

  名刺の打ち込みなど小さい業務からコールセンタ―業務までの何でもアウトソーシング

が可能で、間接業務のコスト削減が可能です。 

 

□翻訳費用のコスト削減 
  平均削減率２０% 

  翻訳＋チェッカー付で業界最安値でご提案します。翻訳費用のコスト削減のご案内しま

す。 

 

□イベント・展示会 設営・進行費用のコスト削減 
  平均削減率２０% 

  イベントに係る備品から設営・進行までをワンストップで格安にてご案内します。 

 

□WEB 運営費のコスト削減 
  平均削減率２０% 

  現状のトラフィックから WEB の運営費用の適正数値を割り出し、コスト削減に繋がる

ご案内をします。 

 

□店舗出店・退店費用のコスト削減 
  平均コスト削減率２５% 

  店舗の出店の際は居抜き物件を、退店の際は入居する企業を見つけ出し店舗の出店・退



店費用の削減を提案をします。 

 

 

◆保守・修繕・施設管理のコスト削減 
 

□警備費用のコスト削減 
  平均コスト削減率１０% 

  現状と同等サービスで警備費のコスト削減のご案内をします。 

 

□エレベーター(保守費・修繕費)のコスト削減 
  平均コスト削減率３０% 

  POG、フルメンテナンス共に５大エレベーターメーカーの純正パーツを活用しエレベー

ター保守管理のコスト削減のご案内をします。 

 

□非常用発電機負荷点検費コストの削減 
  平均コスト削減率２０% 

  非常用発電機の消防点検の際の負荷試験を停電させずに実施が可能。またそのコストも

現状よりもコスト削減が可能です。 

 

□打検・簡易修繕費のコスト削減 
  平均コスト削減率１５% 

  安全ロープを活用した打検・簡易修繕方法なので、足場工法と比較してコスト削減が 

  可能です。 

 

□解体費のコスト削減 
  平均コスト削減率１５% 

  全国の優良解体会社による適正な価格にて実施する事で解体費のコスト削減が可能です。 

 

□防水工事費のコスト削減 
  平均コスト削減率１５% 

  コスト削減に繋がる防水工事会社をご案内します。 

 

□塗装工事費のコスト削減 
  平均削減率２０% 

  コスト削減に繋がる塗装工事会社をご案内します。 

 

□大規模修繕費・リフォーム費のコスト削減 
  平均コスト削減率１５% 

  コスト削減に繋がる大規模修繕工事・リフォーム工事に特化した工事会社をご案内しま

す。 

 

 

◆設備導入費のコスト削減 
 

□家具・家電導入費のコスト削減 
  平均コスト削減率２５% 

  図面を頂ければそれに合わせたオーダーメイド家具を格安にてご提供します。 

 

□厨房機器導入費のコスト削減 



  平均コスト削減率２０% 

  新品の厨房機器を運搬費・設置費込でどこよりも格安にてご案内します。 

 

□ビールサーバー洗浄費コストの削減 
  平均コスト削減率５% 

  ビール代とビール洗浄の人件費の削減になる画期的な機器。ビールサーバーの洗浄を 

  自動で実施し、月１回のメンテナンス付。 

 

□ウォーターサーバー購入費のコスト削減 
  平均コスト削減率３０% 

  ミネラルウォーターを自動生成するウォーターサーバーを導入する事で、水道を入れる

だけでミネラルウォーターが生成され、ウォーターサーバーのランニングコストが削減

可能です。 

 

 

◆廃棄料のコスト削減 
 

□PC データ消去費用のコスト削減 
  平均コスト削減率１０% 

  PC データをマイクロソフト認定工場にてしっかりと消去します。 

 

□OA 機器廃棄費用のコスト削減 
  平均コスト削減率３０% 

  これまで廃棄料を払って廃棄していた OA 機器を買取ります。廃棄料コストの削減から

収益化が見込めます。 

 

□廃プラスチック廃棄費用のコスト削減 
  平均コスト削減率３０% 

  これまで廃棄料を払って廃棄していた廃棄プラスチックを買取ります。廃棄料のコスト

削減だけでなく収益化が見込めます。 

 

□機密書類の格安処分&古紙・段ボール買取 
  平均コスト削減率２０% 

  機密書類を格安にて溶解処理します。また古紙・段ボールなどは買取をします。 

 

□廃油廃棄費用のコスト削減 
  平均コスト削減率３０% 

  これまで廃棄料を払って廃棄していた廃棄油を買取ります。廃棄料のコスト削減だけで

なく収益化が見込めます。 

 

□全廃棄物コスト適正化 
  平均コスト削減率１０% 

  全廃棄物の捨て方(整理、分別)見直し、重量見直し、処分費見直しを実施し、企業から出

る廃棄物を最終処分するまでの過程を可視化し、且つコスト削減が可能です。 

 

□送金手数料のコスト削減 
  平均コスト削減率３０% 

  銀行で送金の際に掛かる送金手数料のコスト削減のご案内をします。 

 



□クレジット決済費用コストの削減 
  平均コスト削減率１０% 

  クレジット決済の利率のコスト削減のご案内をします。 

 

 

◆システム費用のコスト削減 
 

□バックアップサーバー費用コストの削減 
平均削減率２０% 

  文字を最小ビット数からさらに分解し、別々のサーバーに保存する自動バックアップ体 

制で、御社の情報を格安にて管理します。 

 

 

◆水道光熱費のコスト削減 
 

□電気料金のコスト削減:電力供給(低圧電力) 
  平均コスト削減率５% 

  電力会社を切り替えるだけで電気料金のコストの削減が可能です。(仕様変更やリスクは

ありません) 

 

 

◆販売促進費のコスト削減 
 

□WEB 広告・運営費のコスト削減 
  平均削減率２０% 

  リスティング広告に掛けている費用を他の WEB 広告媒体に分散させ、WEB 広告の 

コスト削減と、顧客獲得単価の高くなるご提案をします。 

 

□広告費・MEO 
  平均コスト削減率５% 

  月額３万円で御社の情報をインターネット検索をした際にグーグルマップの上位に表示

させるようにします。 

 

□折り込み広告費のコスト削減 
  平均コスト削減率３% 

  印刷費用から折込費用までをワンストップで見直すコスト削減のご案内をします。 

   

 

 

ご契約書の明細及びヒアリングで診断できる項目 
 

 

◆保険料のコスト削減 
 

□生命保険料のコスト削減 
  平均コスト削減率３５% 

  数社の保険会社から相見積もりを取る事で保険料のコスト削減が可能です。 

 

□損害保険料のコスト削減 



  平均コスト削減率３５% 

  複数社の相見積もりから、保険仲立人を起用しリスクを計算の上、貴社独自の補償を上

げるオリジナルの損害保険を作成します。それにより損害保険のコスト削減が可能です。 

 

 

◆外注・業務委託のコスト削減 
 

□イーディスカバリー費用のコスト削減 
  平均コスト削減率３０% 

  アメリカ、ヨーロッパを含むイーディスカバリー法に適用された場合のイーディスカバ

リー費用のコスト削減のご案内をします。 

 

□商標・特許の費用のコスト削減 
商標・特許を安く取得するご案内をします。 

 

 

◆金融関連費用のコスト削減 
 

□為替手数料のコスト削減 
  平均削減率３０% 

  外国通貨に換える際の、為替手数料(優遇幅)をコスト削減します。特に為替先物と新興国

通貨の為替手数料は高い削減率のご提案が可能です。 

 

□固定資産税のコスト削減 
  平均削減率１０% 

  建物の固定資産税で支払いをしていた納税方法を見直し、過去支払いをした分の還付と、

これからの納税額をコスト削減する方法を案内します。 

 

 

◆引越し費用のコスト削減 
 

□オフィス引越し費用のコスト削減 
  平均削減率１５% 

  オフィスの引越しは大手価格の３割引で、その他工事等付帯サービスも付帯したご案内

で、引越し費用のコスト削減が可能になります。 

 

 

 

１年分のご利用明細で診断できる項目 
 

 

◆水道光熱費のコスト削減 
 

□電気料金(高圧電力)のコスト削減 
  平均コスト削減率８% 

 電力会社を変えるだけで、仕様や供給は何も変わる事なく、高圧電気のコスト削減が 

可能です。 

 

 



◆販売促進のコスト削減 
 

□交通広告(電車・タクシー・バス)費のコスト削減 
平均削減率５% 

バス・タクシー・電車などを含める交通広告の枠を安くご案内をします。 

 

 

 

成功報酬が発生するコンサルティング項目 
 

 

□カーリース費用のコスト削減 
  平均削減率１０% 

  現状の価格を元に入札にて最安値のリース会社を選択するご案内をします。 

 

 

◆賃料のコスト削減 
 

□賃料のコスト削減 
  平均削減率１５% 

  賃料に特化した不動産査定業者による、賃料鑑定書での賃料適正化のご案内をします。

＊減額も増額にも対応。 

 

 

◆水道光熱費のコスト削減 
 

□ガス基本料のコスト削減 
  平均コスト削減率１０% 

  ガスの契約約款を見直し、ガス料金のコスト削減が可能になります。 

 

□プロパンガス料金のコスト削減 
  平均コスト削減率２０% 

  プロパンガスの適正値を算出し、それ以上に高い場合、適正料金に戻す交渉するか、 

  適正料金にて提供する企業を紹介する事でプロパンガス料金のコスト削減が可能になり

ます。 

 

□水道料金のコスト削減 
  平均コスト削減率２０% 

  節水装置を装着し、蛇口・ホース・トイレまでの全体の水道代のコスト削減が可能にな

ります。 

 

 

◆社会保険料のコスト削減 
 

□社会保険料のコスト削減 
平均コスト削減率５% 

  給与の等級を見直す事で社会保険料の削減が可能になります。 

 

□確定拠出年金 



  平均コスト削減率５% 

  確定拠出型年金の採用率を上げて、労使ともに社会保険料のコスト削減が可能になりま

す。 

 

 

 

費用を掛けるけどコスト削減効果の高い項目 
 

 

◆システム 
 

□内部統制・マニュアル・外注費のコスト削減 
  平均削減率３０% 

  AI が搭載されたブラウザ上でマニュアル、資料等を作成が誰でも簡単に作成可能システ

ムです。また日本語版が技術のコアとなっているので印刷更正の DTP 費用が大幅が 

コスト削減可能です。 

 

□前借システム 
  前借システムでこれまで派遣会社に委託せざるを得なかった日払いが自社にて可能にな

ります。 

 

□システム・ソフト最適化 
  平均コスト削減率２０% 

  現状入っているシステムを見直し、無駄なシステムを統合・排除しシステム費用のコス

ト削減が可能です。 

 

□クラウド型勤怠管理システム 
  クラウド型の勤怠システムで業務内容の可視化と業務効率を上げる事が可能になります。 

 

 

◆水道光熱費のコスト削減 
 

□電磁派抑制装置で電気代のコスト削減 
  平均削減率１０% 

電磁派を吸着させる装置を分電盤に装着する事で無駄な消費電力を抑え、電気代のコス

ト削減が可能になります。 

 

□電子ブレーカーで電気代のコスト削減 
  平均コスト削減率１０% 

  電子ブレーカーを装着する事でピーク時間を制御し電気の基本料金を下げる事で電気代

のコスト削減が可能になります。 

 

□セントラルシステムで電気代のコスト削減 
  平均コスト削減率２０% 

  セントラル空調システムを導入し熱を巡回させる事で主に空調を含めた電気代のコスト

削減が可能になります。 

 

□分ダクトファンで電気代のコスト削減 
  平均コスト削減率１５% 



  カセットエアコンダクトから空気口を繋げファンをエアコンの代わりする事で電気代の

コスト削減が可能になります。 

 

□電気：LED でのコスト削減 
  平均コスト削減率２０% 

  蛍光灯・水銀灯を LED に変更する事で電気代のコスト削減が可能になります。 


