
2005年 2月 株式会社ベネッセビジネスメイトの設立登記。

4月 東京都多摩市本社にて事業開始。オフィスサービス・メールサービス・クリーンサービス・ 図書館サービス。

5月 岡山公共職業安定所より㈱ベネッセコーポレーションの特例子会社認可を受ける。

9月 東京都多摩市ベネッセ東京本部ビルにおいてマッサージサービス開始。

2006年 4月 岡山市南方ベネッセ本社ビルにおいて事業開始。メールサービス・クリーンサービス・図書館サービス。

ベネッセ神保町オフィスにおいてメールサービス開始。

2007年 4月 岡山市南方ベネッセ本社ビルにおいてオフィスサービス開始。

5月 岡山市高柳ベネッセオフィスにおいてクリーンサービス・メールサービス開始。

8月 岡山市ベネッセ番町研修センターにおいてクリーンサービス開始。

2008年 4月 ＯＡセンター業務を受託。多摩・岡山・神保町・初台においてＯＡセンターを開設。

5月 ベネッセ稲城制作センターを閉鎖し、ＯＡセンター課として業務を統合。

2010年 4月 Ｃｒｅｄｏ (クレド）導入。

10月 ㈱ベネッセコーポレーション、㈱パーソンズの資本金を㈱ベネッセホールディングスに移管。

2011年 1月 ㈱ベルリッツ・ジャパン、㈱シンフォームのグループ適用認可。

グループ会社の障がい者雇用支援を本格的に開始。

2月 ベネッセ新宿三井ビルオフィス開設（神保町・初台オフィスを統合）に伴いオフィス移設、

マッサージサービスも提供開始。

5月 ㈱東京個別指導学院のグループ適用認可。

2012年 7月 ベネッセスタードームの施設運営受託。

2013年 3月 ㈱進研アド、㈱アップの2社についてグループ適用認可を受ける。

4月 長船BLセンターの清掃業務受託。

2014年 4月 総務サービス窓口を受託し、多摩・新宿・岡山で業務開始。

2015年 2月 ㈱ベネッセビジネスメイト創立10周年記念式典実施。永年勤続表彰開始。

4月 「精神障害者等雇用優良企業」の認証をうける。

2016年 4月 アルバイトセンター業務を受託。2017年度よりアシスタントサービス課設置。

5月 ㈱ベネッセソシアス設立。

10月 ベネッセソシアス稲城センター 就労継続支援Ａ型事業所（洗濯センター）指定。

12月 ベネッセソシアスについてグループ適用許可。

2017年 7月 初台拠点の業務開始。

2018年 2月 就労支援モデルの取り組みが評価され、「Good Job Award 2017」を受賞。

3月 「厚生労働省委託事業障害者活躍企業」の認証を受ける。

4月 ベネッセスタイルケア（新宿モノリスビル）のメールサービス業務開始。

5月 神保町拠点の業務開始。

2019年 2月 「健康経営優良法人2019」の認定を受ける。

2019年 6月 岡山市南方ベネッセ本社ビルにおいてマッサージサービス開始。

2019年 9月 東京都障害者雇用エクセレントカンパニー賞の表彰を受ける。

2020年 2月 ㈱ベネッセビジネスメイト創立15周年を迎える。

2021年12月 厚労省による「もにす認定制度」で優良な事業主として認定を受ける。

■会 社 名 株式会社ベネッセビジネスメイト

URL: https://www.benesse-bizmate.jp/

本社所在地： 東京都多摩市落合1-34 ベネッセコーポレーション東京ビル内

岡山事業所： 岡山県岡山市北区南方3-7-17 ベネッセコーポレーション本社ビル内

■設 立 2005年2月2日（2005年4月1日業務開始）

■資 本 金 5,000万円

■グループ適用
関 係 会 社

㈱ベネッセホールディングス、㈱ベネッセコーポレーション、㈱ベネッセスタイルケア、
㈱東京個別指導学院、㈱進研アド、㈱アップ、㈱ベネッセＭＣＭ、
㈱ベネッセビースタジオ、㈱直島文化村、㈱ラーンズ、㈱ベネッセ・ベースコム、
㈱ベネッセインフォシェル、㈱ベネッセソシアス

■役 員 構 成
■従 業 員 数

■サービス拠点

代表取締役社長 茶谷 宏康 取締役 山口 元 虎頭 雄彦 鬼沢 裕子 渡邉 健

■沿 革

220401

会 社概要 2022/4/1現在

ベネッセ東京本部
多摩ビル

ベネッセ岡山
本社ビル

ベネッセ新宿オフィス
（新宿三井ビル）

はたらく、かがやく、未来をそだてる

2016年 厚生労働大臣賞受賞作品

双葉は「伸びる可能性」、
光は社内の明るさ・元気さ、

そして人と人の協力（握手）
を表現しています。

株式会社ベネッセビジネスメイトは、
障がい者雇用に特別な配慮をしたベネッセグループの特例子会社です。

肢体不自由 視覚障がい 聴覚障がい 内部障がい
正社員

契約社員
パート

出向者

正社員

契約社員

パート

出向者

正社員

契約社員

パート

東京 62 17 20 5 3 4 3 112 2 64 113 176 115 291

岡山 22 9 13 4 1 3 1 52 1 25 4 77 5 82

全社 84 26 33 9 4 7 4 164 3 89 117 253 120 373

健常者計 合計

従業員計拠点 知的障がい 精神障がい 発達障がい

身体障がい 障がい者計
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1. ベネッセビジネスメイトは働く意欲のある障がい者に対し積極的に雇用の場を創
出・提供する。

2. 社員一人ひとりに必要な教育訓練を継続的に行い、社員一人ひとりが自らの成
長を実感できる職場を作る。

3. 社員はお互いに一人ひとりの個性や障がい特性を理解し認め合い、仲間と協力
して仕事ができる風土を作る。

4. 以上により、自らのベネッセ（よく生きる）を体感しながら自立して生きられる社員
を増やすことで社会に貢献したい。

社員育成ポリシー

ベネッセビジネスメイトの主たる事業は「人」の力を中心とした事業であり、「人」こそが最も大切な資産です。

働く意欲を持った人に対して、個人の持つ能力や適性に応じて活躍できる場を提供します。

またお互い理解し協力できる自立した人材・向上意欲を持って努力し続ける人材を育てます。

そして社員一人ひとりの力が発揮できる組織を目指します。

１．私は、いつもお客様の顔を思い浮かべ、「ありがとう」と言われる仕事をします

２．私は、一緒に働く仲間が、安心して明るく元気に働ける職場をつくります

３．私は、仕事のパートナーとして、取引先・協力会社の方に誠実で丁寧な対応をします

４．私は、いつも支えてくれている家族や支援機関の方に感謝し、イキイキ働くことで元気と安心をお届けします

５．私は、良き社会人として、地域社会においても模範となります

お客様への約束

社員への約束

パートナーへの約束（取引先・支援機関・ご家族・地域社会）

ベネッセビジネスメイトの企業理念を実現するために、

「お客様」「社員」「パートナー」（取引先、家族、支援機関、地域・社会）への「約束」として「クレド」を定めています。

約束を守り続け「お客様」「社員」「パートナー」から信頼される企業を目指しています。

社員全員が企業理念・クレドを掲載した「クレドカード」を携帯しています。

Ｃ

ビルクリーニング部門
2016年 東京大会努力賞 岡山大会銅賞 2017年 岡山大会銀賞
2018年 岡山大会金賞→全国大会（沖縄）出場

喫茶サービス部門
2015年 東京大会銀賞
2016年 東京大会金賞→全国大会出場（山形） 岡山大会銅賞 2017年 東京大会努力賞
2018年 東京大会銀賞 岡山大会銅賞 2019年 岡山大会銅賞

オフィスアシスタント部門
2016年 東京大会銀賞 岡山大会金賞→全国大会出場（山形）
2017年 東京大会 岡山大会 金賞→全国大会出場（栃木）銅賞２名
2018年 岡山大会金賞→全国大会出場（沖縄） 2019年 東京大会金賞→全国大会出場（愛知）

表計算部門
2015年 岡山大会銀賞 2017年 岡山大会金賞→全国大会出場（栃木）
2019年 岡山大会金賞→全国大会出場（愛知）銅賞

縫製部門 2017年 岡山大会銅賞

製品パッキング 2018年 岡山大会銀賞

ワード・プロセッサ部門 2020年 東京大会銅賞

ベネッセビジネスメイトでは、障害者技能競技大会（アビリンピック）に毎年出場しています。

ア

業
クリーンサービス

オフィスビルの日常清掃・定期清掃、廃棄物の分別
回収を行っています。
重要書類のシュレッダー裁断、会議室のセッティン
グなどのサービスも提供しています。

オフィスサービス

ベネッセの総務サービス窓口を
運営し、社員が働きやすい環境整備
(備品貸出、フロアや会議室の管理、
社員の様々な問い合わせ対応など)
や、会議のサポート、経理処理
などを幅広く行っています。

メールサービス

オフィスに届く、各社員宛の郵便物、トラック便、
社内便（定期便、個人情報保護便）を受取り、
各フロアの社員一人ひとりのお席まで
お届けしています。

健康支援サービス

マッサージサービス、
カフェサービス、
食堂の運営管理など
ベネッセの健康に
関わるサービスを
幅広く提供しています。

シェアードサービス推進

グループ各社の業務効率化を支援するために、
VBA、RPA等を駆使した自動化ツールの開発、

ポータルサイトの 作成や修正を
行っています。
また、グループ内入退室カード
の管理も行っています。

ベネッセスタードーム

ベネッセ東京本部ビル21Fにあるプラネタリウム
施設の運営を行っています。
平日は小学校など団体の
お客様を対象に上映を行って
います。土日祝日や夏休み・
冬休み・春休みは、一般
公開を行っています。

ｒｅｄｏ（クレド）

ネッセビジネスメイト企業理念

ネッセグループ企業理念 務内容

ビリンピック

ジョブサポートサービス

社員の業務サポートを
行っています。
働き方の新たなニーズに
応えていくために、デジタル化・
オンライン化にも対応。
在宅勤務のサポートも行い、
様々なご要望に対応しております。

㈱ベネッセソシアス

株式会社ベネッセソシアスが
運営する福祉サービスの
「就労継続支援A型事業所」
です。ベネッセスタイルケア
の介護施設の入居者の方の
洗濯を請け負っています。
現在、稲城・板橋・大田に事業所があります。

健康経営宣言

ベネッセグループの会社として、企業理念「Benesse=よく生きる」のもと、従業員とそのご家族の

健康維持向上に努めることを宣言いたします。

従業員の健康および安全を確保しながら、従業員とそのご家族の健康維持向上に取り組みます。

健康診断受診率100％を継続し、従業員の健康を確認します。

従業員の健康意識アップのため健康管理に関する情報発信を行っていきます。

会社全体の取り組みをしっかり社内・社外へ発信していきます。


