
データ入力、記帳代行、商品登録など
事務・経理・営業サポートに関する
BPO外注委託の提案書

株式会社オフィスあしずみ



社名 株式会社オフィスあしずみ

本店所在地
東京都新宿区高田馬場1-34-2
縄田ビル4F

営業拠点
東京都新宿区高田馬場4-4-2
尾上ビル2F

連絡先
TEL：03-6304-0777
FAX：03-6304-0780

設立年月 2012年3月

代表取締役 芦住 昌宏

事業責任者 岩崎 竜太

業務内容
※関連会社含む

・法人向けPC業務／IT業務サポート
・オフィス業務特化型 障がい者就労継続支援事業
・精神・知的障がい者向けキャリア開発事業
・経営コンサルティング事業
・各種インキュベーション事業

従業員数
※関連会社含む

30名（2021年4月現在）

会社概要
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高田馬場駅
戸山口より
徒歩１分

当社は、事務・経理・営業サポートに関わる
事務作業の受託、障がい福祉関連事業、
その他様々な事業のを展開しております。
我々の強みを生かせる独自の事業を生み出し、
軌道に乗せ、成長できる会社を目指しています。
現在、関東圏を中心に１５拠点以上で事業
を展開し、『世の中の役に立ちそう』『我々に
しかできない』事業にチャレンジするグループです。



BPO事業の取り組み
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データ入力や画像加工などの単純作業を
優秀な障がい者及びネットワーク化された
優秀な障がい事業者を活用する事で…

① 障がい者へ稼げる仕事を提供して賃
金向上目指し、彼ら生活基盤の安定
を作りだし社会的課題を解決します

② ネットショップの商品登録から名刺入力
や音声データの文字起こしなどの面倒
な作業経費を最安値でアウトソーシ
ング先を提供します

発注者様としてのコストメリット、弊社
（作業者含む）としての業務提供する事
で、共にWIN－WINな関係を作り出し
社会問題に対して取り組んでいきます



【お仕事カテゴリ一覧】
□ネットショップの商品登録
□テープ起こし（音声データの文字起こし）
□名刺入力
□名簿入力
□アンケート入力・集計
□文字入力（媒体は様々）
□画像の切り抜き
□スキャニング（紙資料のデータ化）
□ネットショップ価格調査
□営業リスト作成
□記帳代行
□問合せフォーム配信
□その他オフィスの単純作業全般

・企業

・行政

・個人

・その他

Ｂ

Ｐ

Ｏ

事

業

本

部

・就労継続

支援事業所

・就労移行

支援事業所

・障がい者枠

企業雇用者

発注 発注

納品納品

弊社BPO事業本部にてお客様のご要望をヒアリング後、ご要望に沿った仕様書を作成し、障がい事
業所に発注します。障がい事業所から納品されたデータは、弊社にて必ずチェックをしてからお客様
へ納品をしておりますため、納品物の精度についてもご安心いただけます。
弊社はこれまで、一部上場の企業様から個人のお客様まで300社以上の様々なニーズに応えてき
た実績があり、用途に合わせて10種類以上のサービスを展開しております。
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BPO事業の取り組み



こんな事でお困りではないですか？
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弊社はその悩みを解決します！

よくお聞きするお悩み

■オプションや料金体系が不明慮で外注に出しにく
い...

■作業を切り分けたり、指示書を作成したり大変...

■社内スタッフに単純作業は頼みにくい...

■大量にあるから、スタッフが確保できない...

■精度よりも内容を確実に記録したい...

■自分でやると入力ミスがないか不安...

■事前に料金体系を聞け、他社より安い価格でお
支払可能！

■もっと手軽にカンタンにリーズナブルに頼める！

■安心して事業推進のために任せられる！

■多くの量であっても対処が可能です！

■精度だけでなく、内容も充実したデータ作成を
実現します！

■トリプルチェック体制を敷いて、万全な品質管理
を実現しています！



お引き受け可能なサービス一覧
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※その他の軽作業や
単純作業などオフィス
業務に関わることなら、
何でもお気軽にご相談
ください。

日本最安級の価格と国内高品質で
ご提供しております！！
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業務実績例①

企業様：一部上場M社様
数量：約30,000点
単価：90円／1商品
納期：2ヶ月
概要：独自システム・マニュアルに沿って商品データの作成・登録
画像：メーカーサイトよりダウンロード、画像リサイズ、画像補正
テキスト：商品名・商品説明文・項目選択肢などをカタログから文字入力

商品登録

企業様：国立Ｊ大学様
数量：約600分
単価：89円／1分
納期：35営業日
概要：1時間のインタビュー音声を10本分文字起こしする
各音声毎に作成し、Wordファイルをメールにて納品
ケバ取りし、話者AB区別表記オプションあり

テープ起こし

企業様：システム開発会社P社様
数量：約10万枚
単価：31円／1枚
納期：2ヶ月
概要：名刺原本を当社へ郵送いただき、スキャン後、指定フォーマットに入力
項目：名前、郵便番号、住所、会社名、部署名、役職名、電話番号、FAX番号、

メールアドレス、携帯電話番号、その他①～③

名刺入力

企業様：ネットカフェ運営会社A社様
数量：約20,000点
単価：20円／1点
納期：30営業日
概要：手書きの入会書を項目別でエクセルデータ化
項目：名前、郵便番号、住所、電話番号、メールアドレス、生年月日、会員番号

名簿入力

企業様：イベント企画会社O社様
数量：約15,000点
単価：5円／1点
納期：20営業日
概要：児童向け雑誌のハガキアンケートの入力・集計

スキャンしたハガキデータをお送りいただき、項目（設問）箇所に入力を行う
全件入力後、単純集計とグラフ化作業を行い、エクセルで納品

アンケート入力・集計

企業様：印刷会社S社様
数量：約80万文字
単価：0.5円／1文字
納期：15営業日
概要：方言の辞書をエクセルに入力する

方言と意味・発音を項目として対訳表を作成

文字入力（資料のテキスト化）
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業務実績例②

企業様：ベビーファッション系アパレル店E社様
数量：約5,000枚
単価：50円／1枚
納期：1ヶ月
概要：画像をメーカーサイトより取得し、商品以外を切り抜く白抜き作業

リネーム・リサイズを行い、JPGとPSDファイルにて納品

画像切り抜き

企業様：印刷会社S社様
数量：約10万枚
単価：7円／1枚
納期：30営業日
概要：マッサージ店の会員情報と施術者のメモを全てスキャンし、PDF化

店舗別・担当者別でフォルダ分け
記載されている会員番号にてファイル名付与

スキャニング

企業様：業務用機材販売K社様
数量：約150点
単価：40円／1商品
納期：1週間
概要：約150商品の価格を12競合店で調査
項目：価格・ポイント・値引き額・実質価格

ネットショップ価格調査

企業様：不動産会社A社様
数量：約5,000件
単価：20円／1件
納期：1週間
概要：条件に沿った企業HPをキーワードから検索し、リスト化
項目：会社名、HPURL、問合せフォームURL、電話番号、FAX番号、メールアドレス

営業リスト作成

企業様：税理士事務所T社様
数量：約2,000仕訳
単価：7円／1仕訳
納期：20営業日
概要：レシート・領収書等の内容をエクセルに入力
項目：日付、品目、金額、税率、勘定科目

記帳代行

※その他の軽作業や単純作業など
オフィス業務に関わることなら、
何でもお気軽にご相談ください。



当社がお客様に選ばれる理由
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２．大量受託可能で圧倒的低価格を実現

３．納品チェック体制の強化

１．高いセキュリティー環境の実現

安く、安心して外注委託して頂ける

サービスを提供します

４．他社とは違う２つのポイント



• 東京都に認定されたPC・事務業務の軽度障がい者向けオフィスを早稲田と高田馬場にて運営

• PCスキルが高く、軽度の障害をお持ちの人々を多数採用。1事業所最大20人規模で作業可能

• 従業員（健常者）による障がい者の管理、作業場情報漏洩・セキュリティー対策（PCログ管理・
入退室管理・PC独立ローカル環境の設定）等の万全体制を構築

• 委託業者へのサンプル確認、1案件ごとの指示書作成による作業ミス発生の低減化

• 業務委託契約やNDA契約締結など日本トップ5の通販事業者の内、大手上場2社からの受託
もしております
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１．高いセキュリティー環境の実現

障害者総合支援法に基づく東京都認定の軽度障がい者向け
PCオフィスを保有、プライバシーマークを取得しており、

高い基準でのセキュリティを確保！



全国10か所以上、全国200人以上の軽度障害福祉事業者とのネットワークを構築。

大量受託可能で圧倒的低価格を実現できる体制になっています。
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２．大量受託可能で圧倒的低価格を実現

＜単価について＞

単価については数量にもよりますが基本的な考えは下記になります

①入力項目の多さによって価格変動します

②作業が単純化・明確化・ルール化されればされるほど安くなります

③作業が煩雑、特例や例外が多い場合、弊社作業判断が必要な場合は単価が上がる計算
になっております

◼ 月間商品登録数は最大3万件の実績を保有し、大量ご依頼の受託が可能です

◼ 単価については商品登録（＠120円～）、画像加工（＠19円～）、データ入力（＠1円
～）となっています

◼ 障がい者を活用する事で他社比較すれば、当然弊社が安くなり得ます

◼ 全事業所とNDAと締結済で適切に指導しているため、セキュリティ面もご安心いただけます



トリプル目視チェックの高品質レベルでご提供

■お客様とご相談の上、入力内容及び記入項目を決定し1案件ごとに作業仕様書を作り込み、

現場作業者等に落とし込みます。また新たに発生した問題点の共有なども随時行います

■途中の作業進捗管理随時行い、作業ファイルのデータ共有もしておりますので、誤認や進捗の遅れ
など早期発見可能です

■納品前に目視でのトリプルチェックをした上で納品いたします

1回目：作業者以外の障がい者による目視チェック

2回目：現場管理者・指導員（ともに健常者）によるチェック

3回目：納品責任者によるチェック

・万が一納品物に誤りがある場合は、納品後2週間以内であれば弊社で無償で修正いたします
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３．納品チェック体制の強化



価格が変動する４つのポイント

■弊社と他社の特徴比較

１．作業量の多少 ２．頂いたデータが不完全な状態または明確化されていないもの

３．作業者の判断が必要なもの ４．作業が画一的でなく個々細かく複雑であるもの

作業代行会社の種類 メリット デメリット 価格イメージ

システム会社 ・画一的な作業が得意
・多いロットが得意
・価格が安い

・多少の応用対応も苦手
・小ロット対応が苦手
・修正/変更が不得意

かなり安い
※初期導入が高い

海外の同業企業 ・大量の作業引き受け可能 ・納期が一定期間必要
・応用が苦手
・納品品質にリスクを伴う

普通

個人（フリーランス）依頼 ・比較的価格は安め
・小ロット対応可能

・品質安定にリスク
・毎回作業者が変わる
・情報セキュリティーリスクは高い

普通

弊社
障がい者活用型

・応用対応可能
・トリプルチェック体制による高品質
・大ロットも可能
・セキュリティーも万全

・細かく複雑な作業 かなり安い

４．他社とは違う２つのポイント

①価格が変動する要素を、最初から正直にご説明します（他社では後出しが多い）

②独自の業務システムにてご提供していますのでメリットが多い（他社よりメリットが多い）

弊社は障がい者を活用する事で高品質と安全性を社内で有し

貴社作業基準に合わせなながら日本最安値レベルでの価格をご提供

13



お問合わせ先
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株式会社オフィスあしずみ
BPO事業本部
部長 岩崎 竜太
住所：東京都新宿区高田馬場4-4-2 尾上ビル202
TEL：0120-954-485
URL：https://b-outsource.com/

https://shouhintouroku.jp/
岩崎 竜太

下記HPまたはお電話にてお問合わせください！


