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ごあいさつ

応えてきた。応えていく。
１
９５７年創業 ― 信頼という名の商社、
広友物産。
これからも、
トータルな商社機能に磨きをかけて、
さらなるオフィス空間価値の提供をめざします。

広友物産は1957 年に事務機器専門商社として事業を開始して以来、
事務機器をはじめオフィス家具、
ＩＴ機器、セキュリティ機器、
電化製品、医療機器など、多種多様な商品とサービスでお客様に
最適なソリューションを提供し、60 有余年にわたって歩み続けてまいりました。
また、これからも専門商社としての幅広い調達力、高い商品開発力、
そして広友グループ各企業の持つ専門サービスとの連携力を基盤に、
お客様の視点に立った徹底した提案営業により、ますます多様化し
高度化するビジネスニーズに最適ソリューションでお応えしてまいります。
また、広友物産は、
「+koyou（プラスコーユー）
」をスローガンとして
未来に向け更なる成長を図る所存です。

３つの強みで、最適空間をコーディネート。

今後とも広友物産株式会社を
末永くご愛顧を賜りますよう、お願い申し上げます。

私たちは、さまざまな空間構築をお手伝いする専門商社です。施設の備品・機器の 販売 を
はじめ、
レイアウト提案から納品・管理までをワンストップで行う オフィスプランニング 、さらに
広友グループ各社と連携して レンタル、リペア・クリーニング、オフィス移転・リニューアル
にもお応えしています。こうしたトータルな商社機能を支えているのが、豊富な実績と信頼を

代表取締役社長

重ねる中で培った３つの強み― 提案力、対応力、連携力です。

1

ベテランから若手までの営業担当

オフィスや宿泊施設など各種ビジ

160社超の仕入れメーカー各社と

が、お客様のご希望やお考えを具

ネス空間で、文 具から大 型 機 器、

の長年にわたる協力関係、そして

体的な商品・サービスというカタ

メーカー品から開発品まで、お客

広友グループ 各社との密接な連

チにまとめ上げて、お客様にベス

様のご要望の商品やサービスにス

携により、多彩な商品の調達・開発、

トなご提案をいたします。

ピーディーに対応いたします。

各種サービスを実現いたします。

● お客様の要望に、
それを越える付加価値をプラス!
● 企業としての魅力や強みをアピールして、
協業（コラボレーション）をプラス!
● 仕事の中で喜ばれ愛されて、
自分と会社のファンをプラス!
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プランニングから納品・備品管理まで、
トータルな商社機能をご活用ください。
トータルな視点からの取り組み

調達・納品・施工段階でのメリット

私たち広友物産がめざしているのは、より大きなメリットを

設計図の時点で家具寸法起こしができるので、その後の調

お客様にもたらす トータルな視点からの取り組み です。

達や開発が効率よく行え、品質管理や納期管理などもしや

ぜひ、プランニング段階からはじめるトータル・システムを

すくなります。計画進行に伴って発生する仕様などの変更・

ご検討ください。

調整も、一本化されていることで効率化・迅速化が図れます。

実際のご活用は、サービスフロー（下図ご参照）のどの段階

さらに設置の一本化や納品管理の代行による効率化、請求

からでも可能ですから、まずはお気軽にご相談ください。
（も

の一本化による予算取りの合理化も図れるなど、結果として、

ちろん、備品・機器の調達など個別ニーズのみの対応もいた

経済性向上や納期短縮に大きく貢献し、全体コストパフォー

します。
）

マンスを高めます。

企画・設計段階でのメリット
プランニング段階から参加することで、お客様のご希望やお

完成後・運営段階でのメリット

考えを具体的プランに反映させやすくなります。課題を共有

管理台帳による備品管理などもおまかせいただけます。さ

させていただくことで、それを解決するためのご提案ができ、

らに先々の各種メンテナンス、移転・リニューアルなどにも

また全体予算と兼ね合わせた適確なご提案ができます。

お応えできます（7 ページご参照）
。

さらに特注家具や輸入家具など、特別なアイテムについても、
長年のノウハウと豊富なネットワークを活かし、調達・開発
がスムーズに行えます。また環境・セキュリティなどの重要
なテーマや、働き方改革・健康経営といった新しいテーマに
ついても、一本化により反映させやすくなります。

Service Flow

アフターサービス

納品 設置・施工

商品調達

ご発注

お見積提出・ご検討

商品・サービスのご提案
カスタマイズ

お打ち合わせ

お問い合わせ
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サービスフロー
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オフィスをはじめとしてスポーツ施設など、
多彩な空間構築をお手伝いします。
広友物産は、各種施設の必要アイテムを幅広く取り扱うとともに、企画から納品・管理までの全てを
オフィスプランニングでお応えいたします。オフィスはもちろんのこと倉庫・宿泊・食堂・ロビー・スポーツなど
専門性の高い各種施設まで…どのような空間も私たちにお任せください。
［取扱アイテム例］ ＯＡ機器

スチール製品

オフィス機器

医療機器

スポーツ用品

厨房用品

環境機器

金銭機器

電化製品

インテリア商品

セキュリティ・防災用品

エコ商材

物流用品

木製家具

オーディオ製品

その他

施設の顔となるロビーの設営もおまかせください。フロアサイズ、イメージ等をお聞かせいただければご予算に応じたご提案をいたします。また、AED、
消化器等、必要な備品も合わせてご用意いたします。

フリーアドレスオフィス

木製家具

昇降式デスク

円形ミーティングスペース

宿泊施設、病院、企業の食堂・カフェ、オフィスのリラックススペースのレイアウト・必要備品もおまかせください。厨房用品をはじめ、券売機やディ
スプレイ、大型モニターなどのサイネージもご用意いたします。

防災ロッカー

健康経営を目指す最新の家具、社内の風通しをよくするフリーアドレスオフィス、
リビングのようなくつろぎのオフィスなど、用途に応じたオフィスのご提案から、
パソコン・ネットワーク機器、電化製品の調達・工事まで。ニーズに合わせた最適な家具・システムでお応えします。
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スポーツ用品

レスキューベンチ

エレベーター用緊急装備品

セキュリティゲート

ドローン

防災用品・スポーツ用品等、お客様のご要望に応じ、さまざまな備品をご用意いたします。
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広友グループ各社との連携で、
幅広いニーズ対応します。

広友物産のCSR活動

広友物産には、業界に類のないグループパワーが存在します。空間構築に関わるさまざまな関連事業を

広友物産は、広友グループの企業活動の原点である

グループ各社と連携・連動して展開することで、さらに大きなお客様メリットをご提供いたします。

「三方よし（売り手よし、買い手よし、世間よし）」の精神に基づくCSR経営を推進しています。
広く環境や社会との関わり合いを大切にし、貢献し続ける企業でありたいと考えています。

［広友グループ会社一覧］ コーユーレンティア株式会社：オフィス家具･備品､家電･情報機器の総合レンタル事業

コーユーロジックス株式会社：オフィス家具･備品､家電･情報機器のリペア･メンテナンス､物流､保管管理
コーユーイノックス株式会社：オフィスのIT環境の構築･メンテナンス、情報機器のリペアおよびレンタル
ＯＮＥデザインズ株式会社：マンションモデルルームの設計･施工･デザイン･インテリアコーディネート

環境

広友サービス株式会社：オフィス家具･備品､家電･情報機器の企画・開発・販売
広 友 物 産 株 式 会 社：オフィス家具･備品､家電･情報機器の企画・開発・販売

環境循環型企業の実現を目指し、植樹や富士山麓のゴミ拾い、環境報
告書及び環境通信『オイコス』の発刊など、さまざまな環境活動に取り

レンタル

リユース

機能性と快適性を合わせたレンタル

暮らしやビジネスの場へ高品質・低価

組んでいます。

システムをビジネスの環境にご提供

格にてリユース商品を販売していま

します。グループ企業所有の豊富なレ

す。

ンタル商品からご選択いただけます。
コーユーレンティア株式会社

記念植樹

健康経営
企業の持続的成長のために従業員の健康維持・増進をめざす 健康経営

コーユーイノテックス株式会社

コーユーレンティア株式会社

を推進。昇降デスク、腰負担の少ない椅子などをオフィスに導入。また
平成29年には創業より継続しているラジオ体操やスポーツイベントへ

物流・保管

リペア・メンテナンス

物流・保管拠点を全国へ配置し、お客

レンタル商品やＩＴ関連機器の品質を

様の「ジャストインタイム」のご要望

維持するため、専門スタッフが商品管

にお応えします。

の取り組みが認められ、スポーツ庁や東京都が推進する
「スポーツエー
ルカンパニー」
「 東京都スポーツ推進企業」
に認定されました。

理を丁寧に行い、
リペア・メンテナン

社会貢献

スを行います。
コーユーロジックス株式会社

コーユーロジックス株式会社

東京マラソン協賛（開始年から支援し、2008 年よりスポンサ−として
協賛）、大分トリニータの応援、
「菴 蓮也」展の開催（環境報告書のご縁

ＩＴサポート

オフィス関連備品販売

最新知識を有するＩＴのスペシャリス

商社の経験で培った企画力、対応力、

トが、ネットワーク設計・施工から機器

連携力を活かし、価値のある多彩な

の調達、納入、運用サポートまであら

商品を企画・開発・販売します。

ゆる分野でお手伝いします。

で難病の画家の個展を実施）など。
東京マラソン協賛

J２大分トリニータ

地域貢献
企業市民としての地域貢献をめざし、事業所近隣のゴミ拾いなどをボ

コーユーイノテックス株式会社

広友サービス株式会社

広友物産株式会社

ランティア活動として実 施。事業所の所在地 域のお祭りにも参加して
います。また、日本のものづくりを応援するため、伝統工芸品の販売や

移転・リニューアル

スペースデザイン

移転に伴い発生する、備品の片付け・

マンションモデルルーム設営の企画

廃棄処分・原状復帰工事をはじめ、移

設計から施工、インテリアコーディ

転先でのレイアウト設計・工事、備品

ネート、デザイン・イノベーションま

の調達・設置、IT 環境構築までワンス

で豊富な実績を基に経 験 豊かなス

トップでお手伝いいたします。

タッフがお応えします。

コーユーレンティア株式会社
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コーユーロジックス株式会社

ONEデザインズ株式会社

販路拡大のサポートも行っています。

認証取得
品 質 マネジメントシステム「ISO09001」認 証 取 得（2009 年 3 月）、
情 報セキュリティマネジメントシステム「ISO/IEC27001」認 証 取 得
（2006 年11月）、エコアクション 21認証取得（2009 年 3 月）。
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広友グループの
歴史

（昭和３２年）

（昭和３4 年）

全社一丸となり顧客を創造し
社業発展、進歩を図り
社会に貢献する
顧客から値打ちのある評価をしていただ

お年玉付き年賀はがき
４等商品に「メートル尺」が採用される
ピアレス計算機

（昭和３6 年）

ゼネラル加算機、ピアレス計算機の販売開始

（昭和３8 年）

郵政省に「把束機」を納入

（昭和 43 年）

【企業理念】

廣友物産株式会社設立

（昭和 45 年）

（昭和 46 年）

（昭和 48 年）

ける企業であること。
（昭和 49 年）

郵政省「郵便物用区分棚」に参入
廣友物産に「リース事業部」を設立

把束機

広友リース株式会社設立
廣友物産のリース事業を引き継ぐ

郵便物用区分棚

東京都江戸川区に「配送センター」を設立
郵政省に「硬貨計算機」
「紙幣計算機」を納入
広友サービス株式会社設立

硬貨・紙幣計算機

広友リースの保守管理事業を引き継ぐ

【経営理念】
（昭和54 年）

グループ各社の原点に
「三方よし」の精神

（昭和61年）

広 友グル ープ各 社の 企 業 活 動は、創 業
以来変わることのない経営の原点である
「売 り 手 よし、買 い 手 よし、世 間 よし」
という「三 方よし」の 精神に支 えられて
います。

広友グループの
「広友」
の由来
広友グループのルーツとなる
「廣友物産」

（平成２年）

（平成 3 年）

ある廣瀬淡窓
（儒学者・教育者・漢詩人）
か ら 一 字 を 拝 借し、
これに
「友、相親しむ」

関西市場へ参入
大阪営業所、関西配送センター開設
郵政省に「紙幣硬貨入金システム」を納入

九州市場へ参入
順次営業所を全国に拡大
東北営業所を開設（広友物産）

（平成 8 年）

資本金をグループ合計１０,０００万円に増資

（平成11年）

（平成14 年）

（平成17 年）

本社ビル完成

現千葉県白井市に関東エリアセンターを新設

（平成 7 年）

（現・広 友 物産）の 社 名は、創 業 者・梅 木
孝夫の故郷・大分県日田市の偉大な祖で

港区赤坂に本社ビル完成

関東エリアセンター

販売管理システムを導入
ワールドカップ全国１０会場に向け備品
約２,０００トン分をレンタル（広友リース）
愛知万博笹島サテライト、レストラン造作工事受注
広友ロジックス株式会社設立

（平成18 年）

広友イノテックス株式会社設立

（平成19 年）

グループ創業５０周年式典を開催

日韓ワールドカップで
レンタル

の意を込めて名付け
られました。
廣瀬淡窓

（平成 20 年）

（平成 21年）

（平成２5 年）

東京マラソン協賛開始

グループ創業50 周年式典

廣友物産から
「広友物産株式会社」へ社名変更
関西営業所を開設（広友物産）
東京マラソン協賛

（平成２6 年）

（平成２5 年）

ＯＮＥデザインズ株式会社設立
中部営業所を開設（広友物産）
広友リースから
「コーユーレンティア株式会社」へ社名変更
備品管理にＩＣタグ管理システムを導入

（平成２9 年）
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グループ創業６０周年

ICタグ管理システム

