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東北
B u s i n e s s

P r o fi l e

ご あ いさつ

B usiness O utline

当社はリユース事業を中心に、
「ブックオフFC」
「オーディン」
「EC事業部」
「海外事業部」など

事業概要

■法人様向けサービス

東北・関東・海外100拠点にて運営しております。
この度、当社事業の１つである
「渉外事業部」から新たなサービスとして、

長期・過剰・B級在庫の買取、設備備品の買取、移転や撤去時に発生する産業廃棄物に関しての収集
運搬業務、敷地内のメンテナンスや空調設備等のクリーニング業務、そして経費節約のお手伝いとし
て、
リユース業界のネットワークを活用したリユース備品設備の売買手配などを手掛けております。

TOHTO SERVICEを関東・東北にて立ち上げました。
主に、法人様・士業様・行政様向けへのサービスご提供をメインとしており、
個人様向けサービスには、
「スッキリくらし隊」をご用意しております。

国内販売禁止の物につきましては、海外ルート限定での買取販売もご対応させて頂いております。

■弁護士様・司法書士様向けサービス

リユース事業＋サービス事業を通じ、

倒産物件の動産・不動産競売入札及び、残置物の回収処分をワンストップでご提供しております。独自

ご利用して頂く全てのお客様に

のリユースネットワークを活用し、大型案件から小口案件まで幅広く全国対応で承っております。また、
執行補助業務など各地方裁判所の指定業者にもなっており、お見積りからクロージングまで
「安心・安

「新たな環境・新たな発見・新たな気持ちが生まれるサービス」を

全・適切・的確」
の高評価を頂いております。

ご提供させて頂く事で
「社会から必要とされる企業集団」になる事が
私たちの願いです。

■行政・公共機関様向けサービス
都道府県市町村自治体等公的機関施設の移転や備品設備の入れ替え時などに排出されます、物品の
入札買取業務を行っております。買取商品の販売額の一部を独自のCSR
「学校へ本を贈ろう」
企画と

東都クリエート株式会社
TOHTO SERVICE for
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札参加なども積極的に行っております。
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連動させ、地元の学校へ児童書などの寄付活動も行っています。また、公的機関施設などの拾得物入
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■個人様向けサービス
2015年、
「新しい環境、新しい発見、新しいチャレンジ」
をキャッチフレーズに
「スッキリくらし隊」
のサー
ビスを開始致しました。主に、ご自宅のお片付け、出張買取、ハウスクリーニングを承っております。通
常、それら全てを行う場合、複数手配清算が必要となりますが、弊社はワンストップサービスで行うこ
とができます。また、
リユースを軸としたサービスで廃棄費用を最大５０％カットすることも可能です。ま
た家電リサイクル券の取扱店にもなっており安心してご利用頂けます。
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Service Contents
サービス内容
ワンストップ対応でトータルサービス致します。お気軽にお任せください。

買

取

■店舗・倉庫等で長期間眠っている商品、過剰在庫、B級品等の買取を致します。
■リユース品につきましては、取引様のコンプライアンスを厳守致します。
■国内販売禁止品は、海外ルート限定での買取販売も対応致します。

サービスエリア

■法人・弁護士・司法書士様 ……東北6県対応
■行政・公共機関様 ………………東北6県対応
■個人様 ………………宮城県・山形県・福島県
※対応エリア・詳細につきましてはお問合せください

対応エリア拡大中！
！

片付け

■移転時や不動産などの物件売買時のお片付けサポート致します。
■遺品整理や簡単なお片付けまで幅広くサポート致します。

クリーニング

■個人様向けのハウスクリーニング業務も承っております。
■店舗・施設等のメンテナンス、空調設備等の専門的クリーニング業務も行っております。
■社員寮・社宅の転勤時のハウスクリーニング業務も承っております。

注文リユース品販売

■リユース品活用で、商品・備品・設備の経費削減をサポート致します。

■お客様のお探しの物を弊社独自のリユースネットワークを最大限に生かして、
ご希望の
商品を見つけ出します。

産業廃棄物収集運搬

■撤去作業時に発生する産業廃棄物を収集運搬致します。

■作業前に契約書を作成させて頂き、
マニュフェストを発行致します。

※契約が必要となります。

ハイクオリティ

プロならではの作業品質が
評価されています。

スピーディー対応

近郊地域なら最短1日で
お伺いします
（要相談）
。
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（平成29年1月現在）

ワンストップ

ご注文～クロージングまで
弊社が一貫して担当致します。

セーフティ

各コンプライアンスを厳守し、
お客様のニーズにお応え致し
ます。 ※各種保険完備

東北以外のエリアについては
「TOHTO SERVICE for 関東」
にてご対応致します。お気軽にご相談ください。

事

業

★

所 本社▶福島県福島市
店舗▶岩手県…盛岡市・奥州市・一関市
宮城県…大崎市・仙台市・利府町・石巻市・岩沼市・名取市・大河原町
福島県…福島市・郡山市・本宮市・会津若松市・喜多方市・須賀川市・
いわき市・相馬市・伊達市
山形県…山形市・米沢市・寒河江市・東根市
茨城県…土浦市・守谷市
埼玉県…さいたま市・吉川市・草加市・川口市
東京都…千代田区神田
千葉県…野田市
海 外…カンボジア・ラオス・タイ
買取センター▶福島地区・仙台地区
ネット事業▶福島本部・福島瀬上支部・仙台南支部
海外輸出センター▶福島地区・埼玉地区・宮城地区
倉庫▶福島本社、福島瀬上・福島岡部・埼玉吉川・宮城仙台東・宮城名取・
東京国立・東京上野

無料にてお見積致します。

古 物 商 許 可 福島県第251020000146号 ・ 宮城県第221240000427号
山形県第241040001047号 ・ 岩手県第211170000289号
茨城県第401270000949号 ・ 埼玉県第431010007350号
東京都第301001307949号 ・ 千葉県第441080001429号
神奈川県第452520004249号

立ち会い不要

産 業 廃 棄 物 収 集 福島県第00701154815号 ・ 宮城県第0402154815号
運 搬 業 許 可 埼玉県第01100154815号 ・ 山形県第0609154815号
東京都第1300154815号
・ 千葉県第01200154815号
神奈川県第01400154815号

見積無料

お忙しい場合、立ち会いは
無しでも責任をもって作業致し
ます。

関東運輸局許可番号 関自貨第1554号
■家電リサイクル券システム取扱
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For Corporate
法人様向けサービス
主に商品・備品の買取や産業廃棄物の収集運搬、
クリーニング業務などを承っております。廃棄物の
処理についてはコンプライアンスの遵守に努めております。経費削減のため、優先的にリユースを検
討・活用する企業様が増えてきており、ご希望の商品を弊社独自のネットワークを生かしお探しする
サービスも好評です。

オフィス・店舗の買取・処分

不動産関係のサポート

■買換、移転、廃業等で
不 用になったオフィス
家具、店舗用品
■移転や閉鎖時に出る不
用品

■賃貸保障会社補助業務
■ 戸 建・ア パ ート・マン
ション・店舗等の管理物
件の片付け
■解体作業、現状復帰工
事等のサポート

少数からでも高価買取致
します。

注文リユース品販売・レンタル

■倉庫の過剰・余剰在庫
■訳あり品

■商品・設備・備品・
機械・車輌等
■レンタル家電（TV・冷蔵
庫・洗濯機等の貸出）

産業廃棄物収集運搬

■工場ライン

■不良在庫や設備・備品等
■片付け時に排出される
産業廃棄物収集運搬
業務

■店舗什器
■厨房機器
中古、新品問わず買取致
します 。知 識 豊 富 な ス
タッフが丁寧に査定致し
ます。
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経費削減のため、優先的
にリユース品導入を検討
する企業様が増えてきて
おります。

設備・備品買取
■建設機材

オフィス・事務所

レストラン・飲食店

スーパー・小売店・コンビニ

医院・美容室・福祉施設

アフターフォロー体制も
万全です。

在庫品買取
店舗スペースを圧迫して
いる在庫整理、処分にお
困りの方、ぜひご連絡く
ださい。

あらゆる業種のニーズに対応致します

廃棄物処理法により適正
に処理致し、マニュフェス
トを発行致します。

不動産管理会社

倉庫・工場

※処理は提携業者が行っております。
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For Professional

弁護士様・司法書士様向けサービス

裁判業務
■破産管財物件の買取、入札、残置物の処理業務

スピード対応

実績と信頼

■大型案件対応

アフターサービス
フォロー対応万全

■離婚や遺産相続に関する売却処分、その後の住
居の手配

状況や所在地等をお伺いし、

■債務者の返済金のため、不用品買取等

適切にご案内させて頂きます。

■お部屋の片付け、
クリーニング、庭の管理・手入れ、
レンタル家電、引っ越し作業

シニアパートナーズ▶http://www.senior-partners.jp
●相続、
遺言相談

●看取り、
グリーフケア

●お墓の相談

●みまもりパートナー

2. ご要望を承り、お見積を提示
て無料でお見積させて頂きます。

行政・公共機関様向けサービス
強制執行・執行補助

施設備品買取処分（学校・役所）

■家賃の滞納等、強制執行の判決を裁判所か
ら受けた物件の片付け、
クリーニング、不用
品の処分

■自治体等公的機関施設の移転や備品設備の
入れ替え時などに排出される物品の買取

3. ご希望日時に作業開始

お見積に納得頂いた後、
ご希望日時をお知らせください。
出来る限りご要望に沿ってお伺いさせて頂きます。

［学校へ本を贈ろう］

4. お支払い・ご精算

拾得物入札
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MAIL▶ tohto-service-touhoku@odin.ne.jp

業務内容を詳細にお伺いし、不用品や特殊作業を含む廃棄物等、内訳を記載し

For Administrative

■公的機関施設で発生する
拾得物の入札に参加
（警察・JR等）

024-597-6667（渉外事業本部）
FAX. 024-597-6668（渉外事業本部）
TEL.

成年後見人（福島県のみ）

■放置自転車等

1. 見積依頼

まずはお電話にてお気軽にご相談ください。

債務整理

●葬儀事前相談

お問い合わせから業務完了までお客様にお手間をおかけすることなく、
スピーディー＆スムーズに業務を遂行させて頂きます。お気軽にお問い合わせください。

■店舗オフィスの閉店や工作物の搬出、在庫の処分

■不動産物件斡旋

ご依頼の流れ

業務完了時に精算致します。同時に業務完了報告

買取品の売上の一部
（児童書等）
を
地元の学校へ寄付しています

書をお渡し致します。
（マニュフェスト等）
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For Individuals
個人様向けサービス
日々の暮らしの元となるご自宅を“お片付け”することによって、お客様の人生がより良く、素敵なもの
に変化するお手伝いをしたいと考えております。
現対応エリアは福島県・宮城県・山形県ですが、今後はエリア拡大を進め、高齢化社会など、世の中の
ニーズに応えられるサービスを展開していく予定です。

「スッキリくらし隊」ワンストップサービス
■お家のお片付け（買取・仕分け）

■庭まわりのお片付け（除草作業・物置等）

■出張買取（ご自宅までお伺いしての査定）
■ハウスクリーニング

お片付け整理のお手伝いサービス
●家財・日用品の分別整理
（有価品、無償譲渡品、不用品、必要品）
●お部屋や物置、倉庫等で眠っている物の再活用
●お庭の清掃
（草刈り、片付け）
※事前に申込書のご記入が必要となります。お気軽にお声がけください。

■重量物・荷物の移動作業

■お荷物お預かりサービス

■不動産売買のサポート
（売買・賃貸・管理・空き家対策等）

●的確な提案と見積もりで、お値段もお得！
●不用になったものをその場で買取査定致
します。店舗への持ち込みは不要です。
●お片付け・ハウスクリーニング代は買取
金額から精算できます。
●プロの技で家中キレイ！

■リフォーム・家屋解体のサポート
■パソコントラブルサポート
■自動車の売買サポート
（
■iPhone修理（

）

）

出張買取サービス

※買取のみのご依頼可能です。

お片付け整理のお手伝い
出 張 買 取 サ ー ビ ス
ハウスクリーニング

手配・ご精算

●分別整理サービス後の有価買取
●使用しなくなってしまった家財品の買取
●引っ越しや移転、片付け時に出てきた物の買取

トータル的な
提案でお安く
できます

ハウスクリーニングサービス
●戸建・マンション・アパートのまるごとクリーニング
●キッチン・バス・トイレ等の部分清掃
●サービス後の有価買取
※詳細は別途資料がございます。
お気軽にお申し付けください。

詳しくは専用ホームページをご覧ください
301‒308.com

0120‒301‒308
FAX. 024‒597‒6668
MAIL▶skt@odin.ne.jp
®

見積もりは無料です。お気軽にご相談ください！

検索

※一般廃棄物に関しては、弊社ではお引き取りができません。
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