株式会社ライフコミュニケーション会社案内

■会社概要
社名

株式会社 ライフコミュニケーション

本社所在地

〒261- 0023 千葉県千葉市美浜区中瀬 1-7-1
住友ケミカルエンジニアリングセンタービル 17 階

電話

043-213-6911

FAX

043-213-6091

設立年月日

2005 年10 月11日

資本金

2000 万円

代表者

佐々木 豊

■支店・営業所
東京支店

〒104-0032 東京都中央区八丁堀 4-14-7 ファイブビル八丁堀 902
TEL.03-6280-3260 FAX.03-6280-3290

蘇我支店

〒260-0834 千葉市中央区今井 2-5-11 ソガワンビル 2 階
TEL.043-312-8515 FAX.043-312-8516

札幌支店

〒060-0042 北海道札幌市中央区大通西 15-3-12 大通西ビル 9 階
TEL.011-624-7866 FAX.011-624-7867

大阪支店

〒532-0004 大阪府大阪市淀川区西宮原 3-2-1 新大阪ビジネス第 2 ニッケンマンション 208
TEL.06-6151-4828 FAX.06-6151-4838

九州支店

〒812-0008 福岡県福岡市博多区東光 2-17-17 コーポラス東光 308
TEL.092-710-6696 FAX.092-710-6697

高知営業所

〒781-8010 高知県高知市桟橋通 2-5-8
TEL.088-821-6782 FAX.088-821-6783

自然 エネル ギー事業

住宅建築・リフォーム事業

Li vi n g c re a t i on .

■事業所
杉並事務所
（内装・建築）

〒168-0062 東京都杉並区方南 2-29-10 グランドールサガミ 1- B
TEL.03-3316-0727 FAX.03-6657-1741

快適創造館
（一般電気工事）

〒261- 0025 千葉県千葉市美浜区浜田 2-6-4
TEL.043-306-6238 FAX.043-306-6239

教 育・福 祉事業

■グループ会社
有限会社 ネットコマース

設立年月日／ 2001年 1 月25 日
資本金／ 300 万円
・情報・通信コンサルタント事業（NTT 東日本販売代理店）
・天然水、サーバー販売 ・旅行サポート

〒261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬 1-7-1
住友ケミカルエンジニアリングセンタービル 17 階
TEL.043-211-1330 FAX.043-213- 6091

設立年月日／ 2000 年 1月25 日
資本金／ 5,000 万円
・リトルガーデンブランドによる 保育園、幼稚園
インターナショナルスクール事業
・一時保育サービス、ベビーシッター派遣、英会話スクール、学童保育

合資会社 ライフコミュニケーション
〒261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬 1-7-1
住友ケミカルエンジニアリングセンタービル 17 階
TEL.043-312-6310 FAX.043-213-6091
株式会社 夢未来

設立年月日／ 2016 年 10 月 13 日
資本金／ 2,000 万円
・自然エネルギー発電及び売電事業

〒261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬 1-7-1
住友ケミカルエンジニアリングセンタービル 17 階
TEL.043-213-6911 FAX.043-213-6091

株式会社 ライフコミュニケーション
〒261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬 1-7-1
住友ケミカルエンジニアリングセンタービル 17階
TEL：043-213-6911

FAX：043-213-6091

公式サイト： lcom - group.jp

改訂日：2019年6月1日

サービス事業

事業紹介
【自然エネルギー事業】株式会社ライフコミュニケーション

【住宅建設・リフォーム事業】

■風力発電システム

【教育・福祉事業】合資会社ライフコミュニケーション

24時間発電ができ、太陽光発電よりも買い取り価格が高

■リフォーム
（外装・内装）
電気工事、
株式会社ライフコミュニケーション
防犯カメラ、
LED照明

■リトルガーデンインターナショナルスクール（保育園、幼稚園）

小形風力発電の場合、低廉な価格で提供できるので投資・

照明の設置にいたるまで、設計から施工までをトータル

です。すべてのクラスで質の高い独創性に

い注目の風力発電システムを取り扱っています。当社の

商 業 施 設 や ご 自 宅 の リ フ ォ ー ム か ら 防 犯 カ メ ラ・LED

買い取りに最適です。当社では、
既存の太陽光発電にプラ

でおこないます。お見積りは無料。お客様のあらゆるニー

スすること
（ハイブリッド発電）でさらに売電収入をアッ

ズに合わせたご提案をいたします。

プさせるご提案をいたします。

ここち い い 暮 らし
エルコムリフォーム
建設許可番号 千葉県知事許可（般 -22）第 46318 号

◎インターナショナルスクール… 保育園と
幼稚園の機能を備えたバイリンガル保育園
富んだプログラムを実践しています。外
国 人 担 任 を は じ めバイリンガル保育ス

タッフ、経験豊富な保育士や幼稚園教諭などでお子様をサ
ポートします。

◎通常保育…千葉市認定の保育ルームです。日本人の保育

士が担任します。初めての集団生活で必要な生活習慣やマ
ナーを身に付けられます。異年齢児との交流や外国人講師

の英語による保育が体験でき、
自然に英語を体得できます。

◎学童保育…英語教室＋幼児教室＋学習塾の要素をバランスよ

く取り入れた学童保育です。学校の宿題・勉強もサポートします。

自 然エ ネ ルギ ー事業

住宅建築・リフォーム事業

Livin g c re a t i on .

■太陽光発電システム

太陽光発電は、
手軽に始められる投資物件として注目を集

めています。当社ではマンション・アパートのオーナー様向

教 育・福 祉事業

でワンストップサービスをおこなうため低価格の設置が可
能です。各種保証やアフターサービスも充実しています。

して需要が高まっています。当社では関東を中心に坪単価
が安く、安定した利回りの物件をご用意しております。

■指定障害児通所支援事業所 児童発達支援事業「童夢」

0歳〜小学校入学前までの発達障害・知的障害の児童を対象
ど

う

む

辺自立・日常生活活動のサポートをお

サービス事業

こないます。

■童夢ガーデン（認可保育園・小規模保育事業所）

子どもたちに最善の利益を考慮した保育サービスを提供

■土地付き分譲型自然エネルギー発電

ネルなどの準備が必要なく、
簡単に売電が始められる投資と

（当社は海浜幕張エリアのホテルから委託を承っております）

支援・感覚遊び・運動遊びを通じて、
身

用に最適な産業用システムをご用意。お見積りから施工ま

施設と土地をセットにした物件をご用意。工事や太陽光パ

◎ベビーシッター派遣…2時間以上から30分単位で承ります。

ます。発達がゆっくりなお子さまへ視覚

になる個人住宅様向けシステム、
ビルの屋上や遊休地の活

になれる、太陽光・風力・ハイブリッド(太陽光＋風力)発電

稚園に通うまでに慣らし保育としてもご利用いただけます。

に、
児童福祉法に基づく児童発達支援事業をおこなっており

けの集合住宅用システムをはじめ、
毎日の電気料金がお得

土地を所有していないお客様でも太陽光発電のオーナー

◎一時保育…1時間以上からお預かりいたします。保育園・幼

します。一人一人の個性を大切に、
子どもの育ちと保護者

■自然エネルギー売電事業

の子育てを支えていける、
地域に根付いた保育園です。
株式会社夢未来

太陽光や風力といった自然エネルギーによる発電及び

売電事業のほか、
それぞれの関連設備の販 売・設 置・施 工・
管理保守からメンテナンスまでトータルなサポートを
おこないます。

■不動産事業

株式会社ライフコミュニケーション

自社の土地付き太陽光発電の分譲地の売買のほか、土地・
建物の売買又は交換、賃貸借の媒介又は代理及び管理業務
をおこないます。

【サービス事業】
■広告企画制作

株式会社ライフコミュニケーション

各種印刷物・チラシ等のデザイン〜印刷や広告代理業のほ

か、
ウェブサイトの制作、
運用、
保守を行い、
これら業務を通し

てお客様の販促・マーケティングのサポートをおこないます。
アクアスノー

■天然水 AQUA SNOW 販売

有限会社ネットコマース

富士山の雄大な自然と悠久の時に磨かれた天然水
「AQUA

SNOW（アクアスノー）」。バナジウムをはじめ多くのミネラル

成分が溶け込んだ硬度

26mg/ℓの軟水をご自

■通信事業

宅やオフィスにお届けしています。
有限会社ネットコマース

NTT東日本と販売代理店契約を結んでいます。お客様の通信

環境に合わせたNTT東日本ブランドのネットワーク
（フレッツ

光）
や情報機器のご提案及び販売をおこなっております。

■旅行サポート事業

有限会社ネットコマース

国内・海外旅行のホテルや飛行機の予約を承ります。他社

の大手企業では味わえない、
お客様一人ひとりに合わせた
満足いただけるツアーをご提案します。

