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「東京ガスのおしごとサポート」に新たに５つのサービスを追加！
東京ガス株式会社（社長：内田 高史、以下「東京ガス」）は、Okage 株式会社、株式会社 Catalu JAPAN、
株式会社トレタ、株式会社日本商業不動産保証、hachidori 株式会社の 5 社と連携し、８月４日（火）に、
WEB サイト「東京ガスのおしごとサポート」に新たに５つのサービスを追加します。

本 WEB サイトでは、飲食店・美容店・福祉施設・保育園・オフィスといった様々な事業を営む法人のお客さま
向けに、業務効率化や人材育成、お客さま満足度向上等につながるサービスを特典付きで紹介しています。
（https://eee.tokyo-gas.co.jp/lp/oshigoto/）
特典は WEB 申込特典とプレミアム特典（東京ガスのガスまたは電気をご使用のお客さま対象）の 2 種類を
ご用意。お得にサービスをご利用いただけます。

■追加した 5 つの新サービス
【主な提供先】

サービス概要

サービス名称
【飲食店向け】

店舗の外から注文ができるモバ

店外モバイル

イルオーダーサービス。

オーダーサービス

テイクアウトをより簡単に、身近
にご利用頂くことができます。
ホームページや SNS へリンクを
貼るだけで、注文から決済まで
完了！
お客さまをお待たせせずにお料
理の提供が可能です。

特典

＜プレミアム特典（※1）＞
契約期間中サービス利用料
を特別割引（割引の詳細につ
いては、お問合せください）

ﾊﾟｰﾄﾅｰ企業
（代表者名）

Okage
株式会社
（内田 善久）

【主な提供先】

サービス概要

サービス名称
【飲食店・美容院向け】

特典

企業名
（代表者名）

＜WEB 申込特典（※2）＞

店舗と製品のマッチングサ あなたの店舗に気に入った製品 初期登録費用（5,800 円）が
ービス
を展示し、体験の場とすること 無料
ができるサービス。

＜プレミアム特典＞

製品の展示・販売により副収入 初期登録費用（5,800 円）が
を得ることも可能です。素敵な 無料＋本登録 1 年後に特別
雰囲気作りやコミュニケーション な特典をご用意 （特典の詳
のきっかけにも。

株式会社
Catalu
JAPAN
（吉本 正）

細については、お問合わせく
ださい）

【オフィス他全業種向け】
「敷金」減額サービス

移転時に預ける敷金や、いま預
けている敷金が半額になるサー
ビス。
経営の安定化や事業の拡大資
金として資金活用できるように
なります。
物件や什器のご提案も含め、ワ
ンストップでオフィス移転を支

＜WEB 申込特典＞
初 回 契 約 の 保 証 委 託 料 を 株式会社
5％割引

日本商業

＜プレミアム特典＞

不動産保証

初 回 契 約 の 保 証 委 託 料 を （豊岡 順也）
10％割引

援します。

【飲食店向け】

あらゆる飲食店の予約を、簡

予約/顧客台帳サービス

単・便利に管理できるサービス。
予約管理や顧客管理だけでな
く、お店の繁盛により繋がるオ
プションも続々リリースし、お客
さまの「もっと便利に！」を実
現。

【オフィス他全業種向け】
シフト管理効率化サービス

＜WEB 申込特典＞
新規お申込み（※3）から 1 年
間ご契約継続でデジタルギ
フト券 2,000 円プレゼント
＜プレミアム特典＞
新規お申込み（※3）から 1 年

株式会社
トレタ
（中村 仁）

間ご契約継続でデジタルギ
フト券 5,000 円プレゼント

紙とエクセル不要の、シフト管理 ＜WEB 申込特典＞
効率化に貢献するアプリ。

有料契約 2 か月目から 2 年

スマホ一つで、チャット・シフト管 間、サービス利用料より 5％
理・人件費管理をまとめて行え 割引
ます。

＜プレミアム特典＞

リリースから 1 年半で 20 万 DL 有料契約 2 か月目から 2 年
を突破し、LINE 連携や多言語 間 、 サ ー ビ ス 利 用 料 よ り
対応など機能も充実！

15％割引

Hachidori
株式会社
（伴 貴史）

※1：プレミアム特典：東京ガスのガスまたは電気をご契約頂いている方で、東京ガスのおしごとサポート専用
サイト（https://eee.tokyo-gas.co.jp/lp/oshigoto/）より新規にお申込み頂いた方が対象です。
※2： WEB 申込特典：東京ガスのおしごとサポート専用サイト
（https://eee.tokyo-gas.co.jp/lp/oshigoto/）より新規にお申込み頂いた方が対象です。
※3：過去 9 ヶ月以内に(株)トレタと商談をしていない方が対象です。

■既に提供しているサービス
主な提供先
飲食店

理美容院

サービス名称

サービス概要

動画マニュアル

短尺マニュアル動画の配信により、多店舗

サービス

展開を支援するサービス

顧客カルテ

簡単に「施術」前後の「写真」を撮影できる

管理サービス

顧客管理アプリ

施術中の託児

パートナー企業
ClipLine 株式会社
ならでわ株式会社

店舗で行う短時間の出張託児サービス

ファモニィ株式会社

人材育成

スタッフ教育・店舗マネジメントの課題を解

クリップラインビューティ

支援サービス

決する短尺動画サービス

株式会社

オンライン動画

介護職員の技能向上を支援するオンライン

研修サービス

動画研修サービス

音声入力支援

キーボードの代わりに音声で簡単に素早く

エヌ・デーソフトウエア

システム

入力できるサービス

株式会社

食育＋食材配送

産地直送の新鮮でおいしい野菜と、野菜に

サービス

「触れる」食育授業を提供するサービス

保育園向け

先生の写真業務をゼロにすることを目指し

フォトサービス

た、保育園向けフォトサービス

防災備蓄品

防災備蓄品の購入だけでなく、管理や廃棄

パソナ・パナソニック

ワンストップサービス

までワンストップで提供するサービス

ビジネスサービス株式会社

オフィス他

安否確認

簡単・安価に導入できる緊急時の備えた安

全業種

サービス

否確認サービス

福利厚生

定着率向上と生産性向上に貢献する福利

優待サービス

厚生を提供するサービス

福祉施設

保育園

サービス

株式会社メディパス

株式会社ベジリンク
ユニファ株式会社

株式会社パスカル
株式会社ベネフィット・ワン

「東京ガスのおしごとサポート」は、「働くあなたのおしごとを支えたい」をモットーに、ビジネスの課題解決に向け、
今後もさまざまな企業と連携しながら、法人のお客さまにとって魅力的なサービスを順次拡充していきます。

■お問い合わせ
東京ガスのおしごとサポート事務局
TEL：03-5400-7586（受付時間/平日 10:00～17:00）

