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誰もが“心地いい”と感じる環境へ。

オフィスで働く方たちに心地よく働いてもらいたい。

ビルを利用する方たちに心地よく過ごしてもらいたい。

建物だけでなく周辺地域そのものも心地いい場所にしたい。

1 9 6 8 年の創業より、快適な環境を追求することが、

サンヨー株式会社のテーマです。

長年にわたり培ってきた技術とノウハウ、

そして実績に基づいたサービスの提供こそ、

皆さまのお役に立てると信じています。

伝統を大切にしつつ、これからの未来に向けて、

誰もが“心地いい”と感じる環境づくりに挑戦し続けます。

オフィスで働く方たちに心地よく働いてもらいたい。

ビルを利用する方たちに心地よく過ごしてもらいたい。

建物だけでなく周辺地域そのものも心地いい場所にしたい。

1 9 6 8 年の創業より、快適な環境を追求することが、

サンヨー株式会社のテーマです。

長年にわたり培ってきた技術とノウハウ、

そして実績に基づいたサービスの提供こそ、

皆さまのお役に立てると信じています。

伝統を大切にしつつ、これからの未来に向けて、

誰もが“心地いい”と感じる環境づくりに挑戦し続けます。

サンヨーは建物に、暮らしに、
ビジネスにアプローチしていきます。

事業内容
Contents of Bussiness

マンション管理業

人材派遣業

■ 室内清掃

■ 常駐清掃

■ 定期清掃

■ 外装清掃

■ 空調機清掃

■ レンタルマット

■ 施設警備

■ 駐車場管理

清掃

■ 建物設備保守管理

■ 消防用設備等の定期点検

■ 新築建物クリーニング工事全般

■ 一般建物管理・設備点検全般

■ 各種工事

環境衛生管理 ■ 環境衛生

■ 飲料用貯水槽衛生管理

■ 飲料用貯水槽水質検査

■ 環境衛生測定

設備管理

ビル総合管理業

■ 事務管理業務

■ 管理員業務

■ 清掃業務

■ 設備管理業務

■保安管理業務

■ 秘書

■ 受付案内

■ 技術者

■ 一般事務

警備業



Security Service警備

信頼できる警備員が安心・安全をバックアップ

ビル総合管理
Building Service

清掃後

業界初のエコマーク取得マット、高い除塵性能と吸水性能を兼ね備えた高性能スタン
ダードマットです。お店やオフィスをもっとキレイに。クリーンで快適な空間を演出します。

Cleaning Service

■ 外装清掃

■ レンタルマット

合理的かつ衛生的なプロの技術で、室内をトータルにクリーニング。オフィスビルだけでなく、
官公庁、デパートや学校など、あらゆる建物での清掃を行います。

空調機械の外枠、吹き出し口、フィルターの清掃を行います。プロでないと難しい内部を
定期的に清潔にすることで、衛生的な空調を保ち、効率アップを図ります。

ビルの外観を美しく保ち続けるために、外壁部分のガラスや陶磁器タイルの清掃、非鉄
金属部分の美装保全などを行います。熟練したスタッフが安全に作業します。

■ 室内清掃（常駐清掃・定期清掃）

いつでもクリーンで快適な空間を提供する真心のこもったサービス

■ 空調清掃

清掃業務

清掃前

警備
Security Service

Equipment management

保守管理とメンテナンスでベストなコンディションに

■ 機械設備管理　

■ 各種設備点検

■ 各種工事

専門知識を持つ技術者を派遣し、建物におけるさまざまな機械設備の運転保守管理を行います。

機械設備の整備や定期点検のほか、消防法に基づく消防用設備の定期点検を行います。

冷暖房や空調、給排水、電気、機械、防災など、設備各種の改修や取り付け工事を行います。

設備管理

Building environment and Sanitation management

建物に設置されている飲料用貯水槽の清掃とメンテナンスを行います。水槽の汚れ
を落とすだけでなく、劣化や破損などの点検も含め“安全で衛生的な飲料水”の
供給を実現させます。また、水道法に基づいた飲料水の分析検査を行うことも可能
です。

浮遊粉じん量をはじめ、温度や湿度、一酸化炭素、気流など、ビル管理法や事務所衛生
基準規則に基づいた各種測定を行い、室内の環境管理をサポートします。

健康や環境に配慮する確かな技術と最適な管理

■ 飲料用貯水槽衛生管理

十分に信頼ができ、任務を確実に遂行しうる人というのが警備員に求められる良識
です。そうした警備員を派遣し、安心してビルを利用していただけるように、防犯カメ
ラを駆使した防犯・防災体制をかため、出入監視、受付等の保安管理を行います。 

■ 施設警備

係員を常駐させ、出入車の誘導・監視を行い駐車場スペースの効率的な管理をい
たします。有料駐車場においては、正確な料金徴収業務、保管車輛の管理業務を
代行いたします。 

■ 駐車場管理

■ 環境衛生測定

環境境衛生管理

建築物飲料水貯水槽清掃業登録証明書取得

清掃後清掃前



昭和 43年 6月 サンヨー化学工業株式会社

  管理サービス課として清掃業務を開始

昭和 46年 1月 株式会社サンヨービルサービス

  （資本金 60万円）を設立

昭和 46年 8月 増資　資本金 120万円

昭和 50年 4月 増資　資本金 250万円

昭和 51年 10月 増資　資本金 750万円

昭和 54年 12月 増資　資本金 1,000万円

昭和 61年 8月 一般管理業登録

  大阪府 10般　害 5-22号

昭和 61年 10月 一般労働者派遣事業許可証

  厚生労働大臣許可般 27-02-0035

昭和 61年 12月 中高層分譲

  共同住宅管理業者登録

  建設大臣許可 97-270171

昭和 62年 1月 大阪府公安委員会

  警備業認定第 705号

平成 6年 5月 増資　資本金 2,000万円

平成 8年 10月 増資　資本金 3,000万円

平成 14年 7月 マンション管理業者登録

  国土交通大臣（１）第 061044号

平成 16年 8月 建築物環境衛生総合管理業登録

  大阪府 16総　第 1-10号

平成 17年 9月 リースキンスーパーエージェント

平成 21年 12月 プライバシーマーク取得

  認定番号　第 20001362号

平成 23年 7月 建築物飲料水貯水槽清掃業登録

  大阪府 23貯　第 1-7号

平成 24年 10月 社名を株式会社サンヨービルサービスから

  サンヨー株式会社に社名変更

沿革 Company history

会社概要 Company Profile

名称  サンヨー株式会社

所在地  【本　社】

  大阪市北区西天満１丁目７番４号

  協和中之島ビル 4階

  電話　（06）6363-2418　（代表）

  FAX　（06）6364-2188

  【名古屋支店】

  名古屋市東区葵 2丁目 11番 22号

  電話　（052）982-7300

  FAX　（052）982-7301

設立  昭和 43年 6月

法人設立  昭和 46年 1月

資本金  30,000,000円

従業員数  160名

取引銀行  ・みずほ銀行 大阪支店

  ・三井住友銀行 大阪中央支店

  ・りそな銀行 大阪支店

加入団体  ・大阪商工会議所

  ・天満警備業防犯協力会

  ・大阪府雇用開発協会

  ・大阪府社会保険協会

  ・大阪市企業人権推進協議会

  ・おおさか人材雇用開発人権センター

免許登録  ・建築物環境衛生総合管理業

  大阪府 22総第 2-10号

  ・建築物飲料水貯水槽清掃業

  大阪府 23貯第 1-7号

  ・大阪府公安委員会

  警備業認定証 第 62000705号

  ・一般労働者派遣事業

  厚生労働大臣許可般 27-02-0035

  ・マンション管理業者登録番号

  国土交通大臣（4）第 061044号

マンションの資産価値を維持保全し、暮らしの向上を
図るため、管理業務を遂行します。決算書や長期修繕
計画所の作成、理事会・総会の支援、関係諸官庁への
渉外及び手続の代行など、会計管理事務をはじめ、
設備保守管理、日常清掃管理、警備保安管理を引き
受け、管理組合の運営をポートします。

マンション管理
Apartment management

資産価値を守る
管理組合のパートナー

主なマンション管理業務

事務管理業務

管理員業務

清掃業務

設備管理業務

保安管理業務

企業が求める即戦力として
最適な人材を派遣

人材派遣
Temporary Staffing

秘書の派遣

一般事務及びファイリング業務員の派遣

経理事務等の人材派遣

各種技術者の派遣

受付、案内及び設備等の維持管理者派遣 

主な派遣業種

一般事務はもちろん、秘書や案内係、経理など専門性
の高い職種においても、豊富な登録スタッフから企業
にマッチした人材を派遣します。また、ビル設備の運転
や整備、保守・点検のできる有資格者の派遣、通訳や
翻訳、各種技術者まで、個々のニーズに応えられる即戦
力を紹介します。
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