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◇掲載企業一覧表 

カテゴリー 企業名 紹介 HP URL or チラシ PDF 

紹介メッセージ 

テイクアウト 

デリバリー 

（飲食） 

㈱あわわ https://www.awalog.com/79592 

あわわウェブメディア「アワログ」で「とくしまのテイクアウトグルメ 2020」を発信中。お店からテイクアウトの情

報をお寄せいただき取りまとめ紹介しています。「徳島飲食店応援キャンペーン」にも参加中。 

JR ホテルクレメント徳島 https://www.jrclement.co.jp/tokushima/ 

https://www.jrclement.co.jp/tokushima/wine_shopping/（オリジナルワイン通販） 

  JR ホテルクレメント徳島ではテイクアウト弁当・オリジナルワイン通販の販売を開始しました。 

 テイクアウト商品 ①魅せるステーキ弁当     1,350 円税込み（イートインの場合 1,500 円税込） 

          ②魅せる阿波尾鶏照り焼き弁当 1,350 円税込み（イートインの場合 1,500 円税込） 

           ※②は 6/1 より販売開始 

筒井製絲㈱ 

（セントラルホテル鴨島） 

https://www.central-kamojima.jp/ 

レストランカナのメニュー、洋食、和食、創作料理などテイクアウトできます。 

【ご予約・お問い合わせ】0883-24-8815 

㈱ときわ 

（ザ・パシフィックハーバー） 

https://thepacificharbor.com/restaurant/information/テイクアウトグルメ「美食 box」が

登場/ 

大切な人へのプレゼントにも！【ザ･パシフィックハーバー】では結婚式場のシェフが腕をふるう＜美食 BOX＞をご

用意！(S ボックス 2,200 円～）ご自宅で気軽に美食が楽しめます。詳しくは HP をご覧ください。 

㈱ふくなが http://www.fuku-naga.com/ 

お客様のニーズにあったお弁当・ケータリングをはじめ、食堂・病院・施設・保育所・学校等食事サービス業務受託を

運営しています。お子様からお年寄りに安心・安全でおいしいお食事を日々提供しています。 
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カテゴリー 企業名 紹介 HP URL or チラシ PDF 
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テイクアウト 

デリバリー 

（飲食） 

㈱ホテルグランドパレス https://www.agneshotel.jp/wp/wp-content/uploads/2020/04/takeoutAG.pdf     

 

http://parkweston.jp/thegrill/wp/wp-content/uploads/2020/04/takeout.pdf    

https://www.fshotel.jp/wp/wp-content/themes/fs/data/takeoutFS.pdf    

https://wa-domannaka.jp/wp/wp-content/uploads/2020/04/takeoutDM.pdf  

レストラン各店舗にてお店の味を気軽にご自宅や会社などでお楽しみいただけるテイクアウトをスタートしました。 

 

IT・ 

金融サービス 

㈱阿波銀行 http://www.awabank.co.jp/ 

阿波銀行では、お客さまからのご相談にきめ細やかに対応するため、平日に加え、休日も各種ご相談に対応できる態

勢を整えております。 

また、当行の金融サービスをお客さまに安心・便利にご利用いただくために、インターネットバンキング（ai-mo）の

機能拡充に努めており、今後もお客さまの利便性向上と安心安全なサービスの確立の両立をめざしてまいります。 

「休日相談窓口」のご来店予約はこちらから↓ 

https://awabank.secure.force.com/Reservation/ReserveScheduleSelect 

NTT 西日本㈱徳島支店 https://www.ntt-west.co.jp/business/telework/ 

 社員様の安全と事業継続の両立を、テレワーク導入でお手伝いいたします。「会社のパソコンと同じように仕事をした

い」「自宅でも会社の電話番号で発着信したい」「補助金活用」など、ご相談ください。 

 【ご連絡先】088-611-7175 

四国システム開発㈱ https://www.ssdc.co.jp/solutions/work-style-reform/ 

 

自社のテレワークに役立った ITサービスを、実際に利用している社員の声をもとにご紹介。 

「快適なテレワークを実現したい」というお客様へ導入のご支援も行っています。ぜひ、お気軽にご相談下さい。 
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紹介メッセージ 

IT・ 

金融サービス 

㈱ドコモ CS 四国 徳島支店 https://www.nttdocomo.co.jp/biz/special/workstyle/telework.html（テレワーク） 

https://www.nttdocomo.co.jp/biz/ （ドコモ法人のお客さま HP） 

ドコモでは在宅勤務・リモートワークに活用できるソリューションをたくさん取り扱っております！ 

お気軽にご相談ください。 

【ご連絡先】 ㈱ドコモ CS 四国 徳島支店 法人営業部 088-626-2444 

三井住友海上火災保険㈱ https://www.ms-ins.com/business/keiei-support/（「経営サポートセンター」） 

経営支援、新型コロナ対策ＢＣＰ等、無償でご相談承ります。 

「経営サポートセンター」は定期的にＷＥＢ動画セミナーを配信します。今回テーマは「労務管理」です。 

セミナーはこちら→https://ms-ins.pip-maker.com/?list=z8g6 

※ID:keieisc  PW:ctaisaku （半角小文字） 

リコージャパン㈱徳島支社 https://www.pref.tokushima.lg.jp/tb/ippannokata/kurashi/chihososei/5036921 

県庁１０階（南側）コワーキングスペースのマルチデバイス対応Web会議システムを 

 予約制で無償開放します。遠隔会議、遠隔商談、遠隔就職説明会、遠隔研修等にご活用ください。 

リコージャパン㈱徳島支社  

コロナ対策に加え、アフターコロナの働き方改革を推進する今、お客様と共に貴社の業務を俯瞰して見て、コロナ対策

に始まり、働き方改革まで、ソリューションと運用ノウハウをセットにしてご提案致します。お気軽にご相談ください。 

商品販売 

 

共正汽船㈱ https://www.anchors.kyosho-kaiun.com/ 

新型コロナウイルスの活動低減に効果が期待される次亜塩素酸水を自社、グループ企業で消毒用として活用し、店頭

販売中。次亜塩素酸水パウダー３０個入り２,９５０円(税込)です。詳細は弊社アンカーズＨＰ。 

 

㈱JTB徳島支店  

コロナウイルス対策関連の商品として、マスク・チャーミスト（除菌消臭剤）・空気清浄機などを販売しています。会

社で一括購入等の予定がございましたらぜひご一報ください。 

【ご連絡先】  TEL088-623-1237   Email tokushima_han@jtb.com 
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カテゴリー 企業名 紹介 HP URL or チラシ PDF 

紹介メッセージ 

商品販売 徳島段ボール㈱ https://www.b-mall.ne.jp/t/3601/122676/ 

飛沫感染予防対策で段ボール製のシールドを制作いたしました。目に見えないウイルスとの戦いは長期戦になります。 

段ボール製なので組立ても簡単。コンパクトに収納できます。不要になった時もリサイクル可能。女性にも配慮し軽量

となっております。 

受付、荷受け、セミナー室など様々な場所でご利用いただけます。環境に優しく安全に安心してご利用いただけます。

従業員一同 お待ちしております。 

◇飛沫感染防止ボード CORONA ガード（サイズM・L) 

https://www.tokushima-danboru.com/coronabloc 

 

日新酒類㈱ http://www.nissin-shurui.co.jp/ 

①コロナ対策として、関係法令の緩和を受けて、消毒用 高濃度エタノールを製造・販売中。 

②HP にて、季節のお酒や期間限定セットなどのご提案をしております。 

【ご連絡先】 TEL088-694-8166  Email sudachi-chu@nissin-shurui.co.jp  

㈱松浦機械製作所 http://www.matsuura-kikai.com/ 

電解次亜塩素酸水で大空間除菌！松浦機械製作所では電解次亜塩素酸水生成器を販売しております。電解次亜塩素酸

水は除菌効果があり安全で環境に優しい除菌水で様々な企業様に導入されています。是非ご検討ください。 

ホテル 

旅館 

 

JR ホテルクレメント徳島 https://www.jrclement.co.jp/tokushima/ 

オフィス代わりにテレワークにもオススメ。8時からチェックイン可能 20時までの最大 12時間ご利用いただけるデ

イユースプランです。お部屋は wi-fi完備でもちろんバスルームもご利用いただけます。 

働くビジネスマンに労いの気持ちを込めて 5,963(ゴ・ク・ロウ・サン)円でルームサービス付きプランをご準備させて

いただきました。 
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カテゴリー 企業名 紹介 HP URL or チラシ PDF 

紹介メッセージ 

ホテル 

旅館 

筒井製絲㈱ 

（セントラルホテル鴨島） 

https://www.central-kamojima.jp/ 

【テレワーク応援プラン】＃自宅だと集中できない＃集中して仕事を取り組みたい 

そんな時はホテルスウィートルームをご利用下さい 

ご利用時間 9:00～17:00 の間の８時間ご利用料金 5,000 円(税込) おひとり様限定※Wi-Fi完備 

その他 

サービス 

㈱川建設計  http://kawaken-sekkei.jp 

弊社は建築士の立場から、コロナの影響で変化する生活スタイルに合った新たな空間を提案します。新築や改修なら３

密を避けた建築計画、小規模な改修なら換気設備や間仕切の設計を行います。気軽にご相談下さい。 

【ご連絡先】088-665-9082 

その他 

サービス 

 

㈱クラッシー https://www.classy-concierge.com/ 

https://www.stellanet.com/ielu/ (IELU 販売ページ) 

https://www.stellanet.com/news/1061/ (オンライン保育情報発信ページ) 

昨年より弊社サービスご利用者様（家事・保育）並びにスタッフの健康と安全を確保すべくIELU武装を宣言。既知の

ウイルスに効果のある次亜塩素酸水「IELU」を取り入れ清潔の水準を高く保って来ました。昨今のウイルス感染拡大

の中でIELUの本格販売も開始。大学・医院･エステ･ホテル･ブライダルをはじめ様々な業界で採用され始めました。さ

らに、医療従事者のお子さまもお預かりしている全国のプリスクールは、このコロナ禍の中にあってもサービスを継続

しています。登園自粛のお子さまに向けては各種オンライン保育もスタート。アフターコロナの新たな事業の柱として

も取り組んでいます。 
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カテゴリー 企業名 紹介 HP URL or チラシ PDF 

紹介メッセージ 

その他 

サービス 

四国電力㈱徳島支店 https://www.yonden.co.jp/index.html 

自宅にいても、楽しく「見て」「学ぶ」ことができる小学生向け動画コンテンツ「おウチで学ぼう」シリーズを HPで

公開。大人でも楽しめる内容になっております。順次、コンテンツを増やしていきます。 

（理科編・体育編・社会編・家庭科編） 

「おウチで学ぼう」シリーズ 

https://www.yonden.co.jp/energy/learn_at_home/index.html 

 

徳島合同証券㈱   https://www.tg-sec.co.jp/ 

徳島の飲食店「焼き鳥屋 鳥ぼん」様の佐那河内村でのすだち農家を救う為のプロジェクトを始めました。 

KUUKAI Plus（クラウドファンディングサイト「OTSUCLE」内） 

https://otsucle.jp/partner/kuukai_plus.html 

  

メディア関連 ケーブルテレビ徳島㈱ http://www.tcn.jp/www/special/corona_program.html 

テレビトクシマでは、独自のコミュニティチャンネル（地デジ・11ch）や、県内 CATVの共通チャンネル（地デジ・12ch）

で、様々な新型コロナウイルス関連番組を放送しています。持続化給付金や特別定額給付金等の各種支援制度の解説や

教育支援番組の他、県内交通機関の運行状況や施設の営業状況等の生活情報を発信しています。 

自治体との 

連携事例 

日新酒類㈱ http://www.nissin-shurui.co.jp/ 

徳島県と、「災害発生時におけるエタノール製品などの供給に関する協定」を締結し、消毒用として使用可能な高濃度ア

ルコール製品を優先的に供給しています。 
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【ご連絡・お問い合わせ】 

（一社）徳島経済同友会事務局 

TEL 088-625-8393  FAX 088-655-6344 

メールアドレス tokukeid@stannet.ne.jp 


